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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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 ％

2023年3月期第3四半期 30,556 7.5 3,268 △5.6 3,765 0.3 2,523 △2.4

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

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　3,060百万円 （△13.4％） 2022年3月期第3四半期　　3,533百万円 （△18.6％）

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

2023年3月期第3四半期 99.76 ―

2022年3月期第3四半期 100.22 ―

(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

2023年3月期第3四半期 74,763 55,228 70.4 2,087.60

2022年3月期 72,046 53,982 71.6 2,015.13

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 52,648百万円 2022年3月期 51,586百万円

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

2022年3月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00

2023年3月期 ― 20.00 ―

2023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. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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 43,000 2.5 5,750 0.7 6,100 0.8 4,180 2.0 163.28

（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 ： 無

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

(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） 2023年3月期3Q 27,212,263 株 2022年3月期 27,212,263 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 1,992,768 株 2022年3月期 1,612,639 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 25,292,950 株 2022年3月期3Q 25,793,896 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　　　　　　 　　　2023年3月期3Ｑ　251,094株　　　2022年3月期　　　114,665株

　　　　　　期中平均株式数(四半期累計)　2023年3月期3Ｑ　225,059株　　　2022年3月期3Ｑ　116,258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規制が徐々に緩和され、

社会経済活動も緩やかに持ち直しの動きが見られました。しかし、世界的な金融引締め等を背景とした世界経

済の減速懸念や長期化するウクライナ情勢に起因する資源・エネルギー価格の上昇など、依然として先行き不

透明な状況が続き、景気は一部に弱さがみられました。当業界におきましては、首都圏の大型再開発案件や産

業空調を中心とした投資が続いていることから空調機の全国出荷台数は前年同四半期に比べ約10％増加したも

のの、原材料価格の高止まり並びに一部部材の納期が長期化するなど予断を許さない事業環境が続きました。

こうした情勢のもと、当社は原材料価格の高止まりと納期管理強化などを危急の問題として対策を講じたほ

か、2025年３月期を目標とする中期経営計画「move.2025」に基づき、５つの重点ターゲットである大型ビル向

けや産業空調等に対する製品販売戦略の遂行、業務のデジタル化を進める「SIMA（SINKO Innovative

Manufacturing of AHU）」プロジェクトの推進、空調工事分野の需要の取り込み、中国事業における採算性重

視の販売戦略などを進めてまいりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

＜日 本＞

部材調達難による納期延期に対応しつつ、データセンター向けなど産業空調関連の機器販売が伸び、売

上高は26,447百万円(前年同四半期比7.4％増)となりました。利益面におきましては、原材料価格高騰の影

響により、セグメント利益(営業利益)は3,414百万円(前年同四半期比2.3％減)となりました。

＜アジア＞

中国では、新型コロナウイルスの感染再拡大の影響により、景気に弱さがみられます。当第３四半期連

結累計期間においては期中で新型コロナウイルス感染症によるロックダウンの影響を受けたものの、円安

の影響により売上高は4,146百万円(前年同四半期比8.3％増)となりました。利益面では、原材料価格の高

騰により利益が押し下げられ、セグメント損失(営業損失)は183百万円(前年同四半期はセグメント損失66

百万円)となりました。

この結果、当社グループの売上高は30,556百万円(前年同四半期比7.5％増)となりました。利益面におきまし

ては、営業利益は3,268百万円(前年同四半期比5.6％減)、経常利益は3,765百万円(前年同四半期比0.3％増)、

親会社株主に帰属する四半期純利益は2,523百万円(前年同四半期比2.4％減)となりました。

(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74,763百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,717百万円増加とな

りました。これは主に、現金及び預金の増加495百万円、棚卸資産の増加1,468百万円及び有形固定資産の増加

370百万円等によるものであります。

負債は19,535百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,471百万円増加となりました。これは主に、仕入債務

の増加1,403百万円等によるものであります。

純資産は55,228百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,245百万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2,523百万円及び剰余金の配当1,280百万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

2023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2022年５月12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
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,125 14,621

受取手形、売掛金及び契約資産 15,503 15,454

電子記録債権 5,398 5,335

有価証券 5,000 4,999

商品及び製品 633 1,180

仕掛品 630 933

原材料 1,507 2,125

その他 566 876

貸倒引当金 △1,229 △1,211

流動資産合計 42,134 44,316

固定資産

有形固定資産

土地 8,932 8,932

その他（純額） 7,686 8,056

有形固定資産合計 16,618 16,988

無形固定資産 874 991

投資その他の資産

投資有価証券 10,993 11,011

その他 1,450 1,480

貸倒引当金 △24 △24

投資その他の資産合計 12,419 12,467

固定資産合計 29,912 30,447

資産合計 72,046 74,763
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,899 4,492

電子記録債務 3,908 4,717

短期借入金 640 914

1年内返済予定の長期借入金 490 490

未払法人税等 619 260

賞与引当金 689 539

株主優待引当金 49 ―

その他 2,385 2,953

流動負債合計 12,682 14,368

固定負債

長期借入金 2,462 2,101

役員退職慰労引当金 13 16

株式給付引当金 190 192

退職給付に係る負債 799 804

その他 1,915 2,052

固定負債合計 5,381 5,167

負債合計 18,064 19,535

純資産の部

株主資本

資本金 5,822 5,822

資本剰余金 6,085 6,086

利益剰余金 38,961 40,203

自己株式 △2,292 △2,825

株主資本合計 48,577 49,288

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,317 3,235

土地再評価差額金 △725 △725

為替換算調整勘定 417 849

その他の包括利益累計額合計 3,009 3,359

非支配株主持分 2,395 2,580

純資産合計 53,982 55,228

負債純資産合計 72,046 74,763
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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 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 28,433 30,556

売上原価 18,350 20,578

売上総利益 10,083 9,978

販売費及び一般管理費 6,620 6,710

営業利益 3,463 3,268

営業外収益

受取利息 6 12

受取配当金 197 234

持分法による投資利益 ― 54

雑収入 189 276

営業外収益合計 394 578

営業外費用

支払利息 22 19

持分法による投資損失 0 ―

賃貸費用 37 37

雑支出 43 23

営業外費用合計 103 81

経常利益 3,753 3,765

特別損失

固定資産除却損 ― 58

特別損失合計 ― 58

税金等調整前四半期純利益 3,753 3,706

法人税、住民税及び事業税 855 1,086

法人税等調整額 334 186

法人税等合計 1,189 1,272

四半期純利益 2,563 2,434

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △21 △88

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,584 2,523
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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 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益 2,563 2,434

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 592 △81

為替換算調整勘定 321 550

持分法適用会社に対する持分相当額 55 156

その他の包括利益合計 969 625

四半期包括利益 3,533 3,060

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,393 2,873

非支配株主に係る四半期包括利益 139 186
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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。

　


