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平成１８年３月期 第３四半期業績の概況(連結･個別)    平成 18 年 1 月 27 日 
 

上場会社名  高砂熱学工業株式会社  上場取引所 東・大 第 1部 

コード番号  １９６９                   本社所在都道府県 東京都 
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代 表 者 役職名 取締役社長  

 氏 名 石田 栄一  

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 業務本部長 TEL (03) 3255－8212 

 氏 名 岡本 保彦  

 

 

(注)金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

１．平成 18 年 3月期の業績予想（平成 17 年 4月 1日～平成 18 年 3月 31 日） 

(1)連結業績 

 売上高 受注高 

 百万円 ％ 百万円 ％

平成 18 年 3 月期 予想 188,000 △7.9 194,000 5.5 

平成 17 年 3 月期 実績 204,127 15.3  183,805   △1.7 

(注) パーセント表示は前期比増減率 

 

(2)個別業績 

 売上高(完成工事高) 受注工事高 

 百万円 ％ 百万円 ％

平成 18 年 3 月期 予想 175,000 △10.8 180,000 2.6 

平成 17 年 3 月期 実績 196,123 14.2  175,418   △3.6 

(注) パーセント表示は前期比増減率 

 

業績予想に関する定性的情報等 

業績予想につきましては、連結･個別とも平成 17 年 11 月 14 日の中間決算発表時に公表した数値の   

うち、当期純利益を修正しております。詳細は、本日付｢業績予想の修正に関するお知らせ｣をご参照   

ください。 

 

２．平成 18 年 3月期 第 3四半期業績の概況（平成 17 年 4月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日） 

(1)受注実績 

 連結 個別 

 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年3月期 第3四半期 125,240 △1.6 113,464 △5.8 

平成17年3月期 第3四半期 127,235 4.6 120,452 1.9 

(注) 1. パーセント表示は前年同四半期比増減率 

2. 内訳については、2ページをご参照ください。 
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(参考)受注実績内訳 

【連結】                                    (単位:百万円、％) 

平成 17 年 3月期 

第 3 四半期 

(H16.4.1～H16.12.31)

平成 18 年 3 月期 

第 3四半期 

(H17.4.1～H17.12.31) 

増 減(△) 

期別 

 

 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 

 一般空調設備 87,928 69.1 77,276 61.7 △10,652 △12.1 

設備工事事業 産業空調設備 35,156 27.6 43,920 35.1 8,764 24.9 

 計 123,085 96.7 121,196 96.8 △1,888 △1.5 

設備機器の製造・販売事業 4,150 3.3 4,043 3.2 △107 △2.6 

合  計 127,235 100.0 125,240 100.0 △1,995 △1.6 

(うち海外) (4,892) (3.8) (8,449) (6.7) (3,556) (72.7)

 

【個別】                                    (単位:百万円、％) 

平成 17 年 3月期 

第 3 四半期 

(H16.4.1～H16.12.31)

平成 18 年 3 月期 

第 3四半期 

(H17.4.1～H17.12.31) 

増 減(△) 

期別 

 

 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 

一般空調設備 87,928 73.0 77,322 68.1 △10,606 △12.1 
設備工事事業 

産業空調設備 32,523 27.0 36,142 31.9 3,618 11.1 

合  計 120,452 100.0 113,464 100.0 △6,987 △5.8 

(うち海外) (2,259) (1.9) (713) (0.6) (△1,546) (△68.4)

(注) 当期の期初においてシンガポール支店から現地法人タカサゴシンガポール Pte.Ltd.に事業を継承

したため、個別(当社)の受注実績は従来に比べ｢産業空調設備｣｢合計(うち海外)｣がそれぞれ

2,583 百万円少なく表示されております。 

 

(2)当該四半期において財政状態及び経営成績に重要な影響を与えた事象 

退職金･年金制度の改定に伴い、退職給付引当金の減少額を特別利益に計上する予定であります。 

(平成 17 年 12 月 28 日開示 ｢退職金・年金制度の改定に関するお知らせ｣) 

 

以上 


