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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第3四半期 22,201 3.3 2,797 54.6 2,923 61.5 1,960 48.5
24年3月期第3四半期 21,485 5.2 1,809 57.0 1,810 56.7 1,319 97.8

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,142百万円 （57.5％） 24年3月期第3四半期 1,360百万円 （214.5％）

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

25年3月期第3四半期 76.16 ―
24年3月期第3四半期 50.84 ―

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

25年3月期第3四半期 38,895 21,330 49.9 760.09
24年3月期 38,940 19,763 46.1 691.59
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  19,413百万円 24年3月期  17,940百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
    
   25年3月期(予想)の期末配当金の内訳 ： 普通配当 10円00銭   記念配当 2円00銭 
    
   配当予想の修正については、本日(平成25年2月6日)公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正(増配・記念配当)に関するお知らせ」を 
   ご参照ください。 

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

24年3月期 ― 4.00 ― 10.00 14.00
25年3月期 ― 6.00 ―
25年3月期（予想） 12.00 18.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
   業績予想の修正については、本日(平成25年2月6日)公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正(増配・記念配当)に関するお知らせ」を 
   ご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 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 31,700 3.6 4,100 25.1 4,150 25.4 2,700 9.0 104.89



(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 

(注) 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は四半期決算短信（添付資料）2ページ 
   「2．サマリー情報(注記事項)に関する事項  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
    この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に 
   対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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、四半期決算短信 （添付資料） 2ページ 「1．当四半期決算に関する定性的情報 （3） 連結
   業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 27,212,263 株 24年3月期 27,212,263 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,671,330 株 24年3月期 1,270,954 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 25,741,147 株 24年3月期3Q 25,959,063 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、弱い動きを含みながらも景気の回復基調はお

おむね維持される状況で推移いたしました。当業界におきましても、設備工事関連の受注高は増加

傾向が認められる状況となりました。 

  こうした事業環境のもと、当社グループは、節電・省エネルギーを意識した高効率、省スペー

ス、低価格を実現する製品の開発・改良に注力する一方、一般空調を中心とした大型案件のほか中

小型案件の受注に対しても引き続き積極的な取り組みを進めてまいりました。 

  なお、当社株式は平成24年12月3日をもって大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定されました。

今後も更なる業容拡大と企業価値の向上を目指してまいります。 
  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

＜日      本＞ 

節電・省エネルギー製品の拡販に努めた結果、売上高は18,371百万円(前年同四半期比

4.6％増)となりました。利益面におきましては、受注管理の強化及びトータルコストの圧縮

等が引き続き大きな効果を上げ、セグメント利益（営業利益）は2,478百万円(前年同四半期

比59.6％増)となりました。 

  

＜ア  ジ  ア＞ 

中国が高度成長期から安定成長期に移行するなか、売上高は4,027百万円(前年同四半期比

0.4％減)となり、セグメント利益（営業利益）は270百万円(前年同四半期比27.2％増)とな

りました。 

  

この結果、当社グループの売上高は22,201百万円(前年同四半期比3.3％増)となりました。利益

面におきましては、営業利益は2,797百万円(前年同四半期比54.6％増)、経常利益は2,923百万円

(前年同四半期比61.5％増)、四半期純利益は1,960百万円(前年同四半期比48.5％増)と好調に推移

いたしました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は38,895百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円

減少となりました。これは主に、現金及び預金の増加198百万円、売上債権の減少460百万円及びた

な卸資産の増加313百万円等によるものであります。 

  負債は17,564百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,612百万円減少となりました。これは主

に、仕入債務の減少437百万円及び未払法人税等の減少763百万円等によるものであります。 

  純資産は21,330百万円となり、主に四半期純利益の計上及び配当金の支払により、前連結会計年

度末に比べ1,567百万円増加となりました。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、当第３四半期の業績及び今後の見通しを勘案

し、平成24年５月15日に公表した数値を上方修正いたしました。修正後の通期連結業績は、売上高

31,700百万円、営業利益4,100百万円、経常利益4,150百万円、当期純利益2,700百万円を見込んで

おります。また、期末配当予想につきましては、普通配当を１株当たり８円から２円増配の10円と

し、記念配当２円を加えた合計12円に修正することといたしました。 

  詳細につきましては、本日付（平成25年２月６日）で別途公表いたしました「業績予想及び配当

予想の修正(増配・記念配当)に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

   (減価償却方法の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年

４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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3. 四半期連結財務諸表 
  (1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,879 6,078

受取手形及び売掛金 16,937 16,476

商品及び製品 497 572

仕掛品 414 669

原材料 734 719

その他 775 766

貸倒引当金 △469 △471

流動資産合計 24,769 24,811

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,233 4,041

土地 4,815 4,815

その他（純額） 914 985

有形固定資産合計 9,963 9,843

無形固定資産 525 475

投資その他の資産   

その他 3,732 3,817

貸倒引当金 △51 △51

投資その他の資産合計 3,680 3,765

固定資産合計 14,170 14,083

資産合計 38,940 38,895
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,553 7,115

短期借入金 3,992 3,965

1年内返済予定の長期借入金 481 514

未払法人税等 1,034 271

賞与引当金 460 336

その他 1,511 1,603

流動負債合計 15,034 13,807

固定負債   

長期借入金 1,319 1,090

退職給付引当金 1,115 1,101

役員退職慰労引当金 29 27

その他 1,678 1,537

固定負債合計 4,142 3,757

負債合計 19,177 17,564

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,822 5,822

資本剰余金 4,924 4,924

利益剰余金 8,687 10,235

自己株式 △418 △580

株主資本合計 19,016 20,401

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 239 319

土地再評価差額金 △799 △799

為替換算調整勘定 △514 △507

その他の包括利益累計額合計 △1,075 △987

少数株主持分 1,822 1,917

純資産合計 19,763 21,330

負債純資産合計 38,940 38,895
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   (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 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 21,485 22,201

売上原価 15,058 14,756

売上総利益 6,427 7,444

販売費及び一般管理費 4,618 4,646

営業利益 1,809 2,797

営業外収益   

受取利息 5 4

受取配当金 56 59

持分法による投資利益 35 46

雑収入 42 100

営業外収益合計 139 211

営業外費用   

支払利息 68 60

為替差損 31 －

雑支出 38 24

営業外費用合計 138 85

経常利益 1,810 2,923

特別利益   

退職給付制度改定益 177 －

受取保険金 116 －

特別利益合計 294 －

税金等調整前四半期純利益 2,104 2,923

法人税、住民税及び事業税 672 772

法人税等調整額 27 99

法人税等合計 699 871

少数株主損益調整前四半期純利益 1,404 2,052

少数株主利益 84 91

四半期純利益 1,319 1,960
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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 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,404 2,052

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71 80

土地再評価差額金 125 －

為替換算調整勘定 △71 6

持分法適用会社に対する持分相当額 △26 3

その他の包括利益合計 △44 90

四半期包括利益 1,360 2,142

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,308 2,047

少数株主に係る四半期包括利益 51 94

新晃工業㈱ (6458)　平成25年3月期 第3四半期決算短信

－ 6 －



該当事項はありません。 

  

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １  セグメント利益の調整額43百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １  セグメント利益の調整額48百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
調 整 額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２日  本 アジア 計

売 上 高

  外部顧客への売上高 17,551 3,934 21,485 ― 21,485

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

10 108 119 △ 119 ―

計 17,561 4,043 21,604 △ 119 21,485

セグメント利益 1,553 212 1,766 43 1,809

(単位：百万円)

報告セグメント
調 整 額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２日  本 アジア 計

売 上 高

  外部顧客への売上高 18,356 3,844 22,201 ― 22,201

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

15 182 198 △ 198 ―

計 18,371 4,027 22,399 △ 198 22,201

セグメント利益 2,478 270 2,749 48 2,797

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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