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1. 2022年3月期第3四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年3月期第3四半期 28,433 10.7 3,463 △9.2 3,753 △10.1 2,584 △16.8

2021年3月期第3四半期 25,679 △19.0 3,814 △40.1 4,176 △38.4 3,105 △33.0

（注）包括利益 2022年3月期第3四半期　　3,533百万円 （△18.6％） 2021年3月期第3四半期　　4,341百万円 （△13.6％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

2022年3月期第3四半期 100.22 ―

2021年3月期第3四半期 120.12 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年3月期第3四半期 71,228 52,810 71.1 1,977.63

2021年3月期 69,000 50,981 70.9 1,893.95

（参考）自己資本 2022年3月期第3四半期 50,625百万円 2021年3月期 48,933百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年3月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00

2022年3月期 ― 20.00 ―

2022年3月期（予想） 30.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 41,500 5.9 5,200 △20.8 5,600 △20.0 3,800 △24.3 147.08

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

　　(注) 詳細は、添付資料7ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記　(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧下さい。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年3月期3Q 27,212,263 株 2021年3月期 27,212,263 株

② 期末自己株式数 2022年3月期3Q 1,613,207 株 2021年3月期 1,375,561 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期3Q 25,793,896 株 2021年3月期3Q 25,853,002 株

　　(注) 期末自己株式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている株式付与ESOP信託が保有する当社株式は、次のとおりで

　　　　　あります。

　　　　　　期末自己株式数　　　　　　　　 　2022年3月期3Ｑ　115,233株　　　2021年3月期　　　117,297株

　　　　　　期中平均株式数(四半期累計)　2022年3月期3Ｑ　116,258株　　　2021年3月期3Ｑ　118,797株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　　　　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、

　　　その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提と

　　　なる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報」をご参照下さい。
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1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩

和される中で、景気に持ち直しの動きがみられました。設備投資は回復に足踏みがみられるものの、事務所ビ

ルや店舗を中心に民間非住宅建設投資はコロナ前の水準に戻りつつあり、当業界におきましては、空調機の全

国出荷台数が増加に転じる事業環境で推移いたしました。

こうした情勢のもと、当社は、デジタル化によって業務のプラットフォームを再構築していく「SIMA（SINKO

Innovative Manufacturing of AHU）」プロジェクトを推進するほか、ヒートポンプ空調機の製品ラインアップ

を拡充するなど、中長期的に事業の発展性・収益性向上に努めてまいりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を第１四半期連結会計期間の

期首から適用しております。詳細については、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸

表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご参照ください。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

＜日 本＞

需要の端境期や感染症の影響の重なりによって、空調機の全国出荷台数が最低水準だった市況は越えた

ものの、価格競争は厳しさを増しております。また世界的な半導体不足に伴う部材供給の遅れなど不確実

性が高まる中で物量確保を目指す販売政策を進めた結果、売上高は24,626百万円(前年同四半期比8.8％増)

となりました。利益面におきましては、原材料高騰の影響等も重なり、セグメント利益(営業利益)は3,495

百万円(前年同四半期比9.3％減)となりました。

＜アジア＞

中国では、固定資産投資の伸びが低下し、景気の回復テンポは鈍化しております。そうした中、採算性

を重視した販売戦略への切り替え等に努め、売上高は3,828百万円(前年同四半期比24.9％増)となったもの

の、セグメント損失(営業損失)は66百万円(前年同四半期はセグメント損失75百万円)となりました。

この結果、当社グループの売上高は28,433百万円(前年同四半期比10.7％増)となりました。利益面におきま

しては、営業利益は3,463百万円(前年同四半期比9.2％減)、経常利益は3,753百万円(前年同四半期比10.1％

減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,584百万円(前年同四半期比16.8％減)となりました。なお、セグ

メントごとの価格競争や原材料高騰の影響は想定内であり、利益面では、期首業績予想を上回るペースで推移

しております。

(2) 財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は71,228百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,228百万円増加とな

りました。これは主に、売上債権の減少403百万円、棚卸資産の増加1,315百万円及び投資有価証券の増加854百

万円等によるものであります。

負債は18,418百万円となり、前連結会計年度末に比べ399百万円増加となりました。これは主に、仕入債務の

増加1,186百万円及び未払法人税等の減少720百万円等によるものであります。

純資産は52,810百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,828百万円増加となりました。これは主に、親会社

株主に帰属する四半期純利益の計上2,584百万円、剰余金の配当1,297百万円及びその他有価証券評価差額金の

増加592百万円等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年３月期の通期の連結業績予想については、現時点において2021年５月13日公表の予想数値から変更は

ありません。

今後、業績予想数値に修正が必要と判断された場合は、速やかに公表いたします。
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2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,985 13,914

受取手形及び売掛金 14,584 ―

受取手形、売掛金及び契約資産 ― 13,608

電子記録債権 4,195 4,767

有価証券 5,000 4,999

商品及び製品 445 980

仕掛品 537 889

原材料 1,051 1,478

その他 670 989

貸倒引当金 △1,016 △1,180

流動資産合計 39,453 40,449

固定資産

有形固定資産

土地 8,933 8,932

その他（純額） 7,189 7,529

有形固定資産合計 16,123 16,461

無形固定資産 828 838

投資その他の資産

投資有価証券 11,171 12,025

その他 1,449 1,478

貸倒引当金 △24 △24

投資その他の資産合計 12,595 13,479

固定資産合計 29,547 30,779

資産合計 69,000 71,228
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,868 3,926

電子記録債務 2,954 4,083

短期借入金 1,000 800

1年内返済予定の長期借入金 397 490

未払法人税等 771 50

賞与引当金 650 544

株主優待引当金 47 ―

その他 2,665 2,542

流動負債合計 12,355 12,437

固定負債

長期借入金 2,711 2,592

役員退職慰労引当金 28 13

株式給付引当金 151 182

退職給付に係る負債 761 785

その他 2,010 2,407

固定負債合計 5,663 5,980

負債合計 18,018 18,418

純資産の部

株主資本

資本金 5,822 5,822

資本剰余金 6,078 6,085

利益剰余金 36,108 37,449

自己株式 △1,829 △2,293

株主資本合計 46,180 47,064

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,387 3,979

土地再評価差額金 △725 △725

為替換算調整勘定 90 306

その他の包括利益累計額合計 2,752 3,561

非支配株主持分 2,048 2,184

純資産合計 50,981 52,810

負債純資産合計 69,000 71,228

　



新晃工業㈱ (6458) 2022年3月期 第3四半期決算短信

― 5 ―

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 25,679 28,433

売上原価 15,733 18,350

売上総利益 9,946 10,083

販売費及び一般管理費 6,132 6,620

営業利益 3,814 3,463

営業外収益

受取利息 2 6

受取配当金 206 197

持分法による投資利益 42 ―

受取賃貸料 114 122

雑収入 97 67

営業外収益合計 463 394

営業外費用

支払利息 19 22

持分法による投資損失 ― 0

為替差損 27 ―

賃貸費用 27 37

雑支出 26 43

営業外費用合計 101 103

経常利益 4,176 3,753

特別利益

退職給付制度終了益 231 ―

助成金収入 97 ―

特別利益合計 329 ―

税金等調整前四半期純利益 4,505 3,753

法人税、住民税及び事業税 1,126 855

法人税等調整額 318 334

法人税等合計 1,444 1,189

四半期純利益 3,061 2,563

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △44 △21

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,105 2,584
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純利益 3,061 2,563

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,353 592

為替換算調整勘定 △28 321

退職給付に係る調整額 △18 ―

持分法適用会社に対する持分相当額 △26 55

その他の包括利益合計 1,280 969

四半期包括利益 4,341 3,533

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,399 3,393

非支配株主に係る四半期包括利益 △58 139
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。)等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ

り、主に次の変更が生じております。

(1) 部品・製品販売取引

一部国内連結子会社の試運転調整等のサービスを伴う部品・製品販売取引については、試運転調整等

のサービスが完了した時点で収益を認識しておりましたが、部品・製品販売と試運転調整等のサービス

を別個の履行義務として認識し、それぞれの履行義務が充足された時点で収益を認識する方法に変更し

ております。

(2) 工事契約

一部国内連結子会社の工事契約に関して、工事の完成時に収益を認識しておりましたが、一定の期間

にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を

見積り、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識する方法に変更しております。

なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット

法)で算出しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、

発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、従前の会計処理と比較して、当第３四半期連結累計期間の売上高は761百万円、売上原価は477百

万円それぞれ増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ282百万円増加しており

ます。また、利益剰余金の当期首残高は53百万円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示して

いた「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表

示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計

年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。)等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与

える影響はありません。

　

　

　


