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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 29,449 ― △2,652 ― △2,051 ― △1,522 ―

20年3月期第1四半期 24,567 21.7 △1,904 ― △1,325 ― △767 ―

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

21年3月期第1四半期 △18.43 ―

20年3月期第1四半期 △9.28 ―

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

21年3月期第1四半期 185,931 86,616 46.4 1,045.21
20年3月期 209,452 88,078 41.9 1,062.01

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  86,362百万円 20年3月期  87,757百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 12.50 ― 12.50 25.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

予想受注高 （第2四半期連結累計期間） 111,000百万円、 （通期） 238,000百万円  

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

第2四半期連結累計期間 84,000 ― △1,500 ― △900 ― △800 ― △9.68

通期 238,000 △2.2 6,700 14.6 7,500 21.4 4,100 37.7 49.62

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合
があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  85,765,768株 20年3月期  85,765,768株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,139,015株 20年3月期  3,132,371株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  82,629,805株 20年3月期第1四半期  82,663,630株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期におけるわが国経済は、米国景気の減速や原材料価格上昇の影響を受け、設備投資や個人消
費の伸びが鈍化するなど、景気は減速感を強めてまいりました。
　このような状況のもとで、当社グループ各社は採算性重視の受注活動及びコストダウンに取り組んでまい
りました結果、当第１四半期の業績は次のとおりとなりました。

受注高は、前年同期参考値（以下本ページにおいて「前年同期」という）を28.7％上回る806億円となりま
した。
　一般空調設備は前年同期を35.5％上回る509億円、産業空調設備は前年同期を15.5％上回る275億円となっ
た結果、設備工事事業は前年同期を27.7％上回る784億円となりました。設備機器の製造・販売事業は、前年
同期を81.6％上回る21億円となりました。また、その他の事業は、0.5億円となりました。その構成比は、一
般空調設備が63.1％、産業空調設備が34.2％、あわせた設備工事は97.3％、設備機器が2.6％、その他が0.1
％であります。

売上高は、前年同期を19.9％上回る294億円となりました。
　一般空調設備は前年同期を25.0％上回る176億円、産業空調設備は前年同期を14.1％上回る105億円となっ
た結果、設備工事事業は前年同期を20.7％上回る282億円となりました。設備機器の製造・販売事業は、前年
同期を3.9％上回る11億円となりました。また、その他の事業は、0.5億円となりました。その構成比は、一
般空調設備が60.0％、産業空調設備が35.8％、あわせた設備工事は95.8％、設備機器が4.0％、その他が0.2
％であります。

売上高は増加したものの、今第１四半期から工事損失引当金を従来に増して保守的に計上したこともあり、
工事採算は低下しました。その結果、営業損失は26億52百万円、経常損失は20億51百万円、四半期純損失は
15億22百万円となりました。

事業の種類別セグメントごとの業績は次のとおりであります。（事業の種類別セグメントごとの業績につい
ては、セグメント間の内部売上高等を含めて記載しております。）
（設備工事事業）
　売上高は28,220百万円、営業損失は2,561百万円となりました。
（設備機器の製造・販売事業）
　売上高は1,235百万円、営業損失は161百万円となりました。
（その他の事業）
　売上高は71百万円、営業利益は32百万円となりました。

　当社グループの主力事業である設備工事事業（空調設備工事）は、通常の営業形態として工事の完
成時期が下半期に集中する一方、販売費及び一般管理費などの固定費はほぼ恒常的に発生するため、
利益は下半期に偏るなど業績に季節的変動があります。このため、第１四半期から第３四半期までは
営業損失、経常損失及び純損失となる傾向にあります。
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2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形・完成工事未収入金等が減少したことなどに
より、前連結会計年度末に比べて235億21百万円減少し、1,859億31百万円となりました。
負債合計は、支払手形・工事未払金等が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて220億59百

万円減少し、993億14百万円となりました。
また、純資産合計は、剰余金の配当に伴い利益剰余金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に

比べて14億61百万円減少し、866億16百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という）は、前連結会計年
度末に比べ33億38百万円減少し、214億35百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動に係る資金収支は、31億52百万円の支出超過となりました。これは主に売上債権の減少と未

成工事受入金の増加が、仕入債務の減少と未成工事支出金の増加を上回るなど工事収支は収入超過とな
ったものの、税金等調整前四半期純損失に加え、法人税等の支払など資金の減少要因があったことによ
るものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動に係る資金収支は、８億57百万円の収入超過となりました。これは主に投資有価証券の償還

などがあったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動に係る資金収支は、８億58百万円の支出超過となりました。これは主に配当金の支払による

ものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、金融システム不安を背景とした米国景気の減速や、原材料価格の上昇が見
込まれることから、国内景気の先行きは引き続き減速感を増していくものと思われます。
空調業界におきましては、民間設備投資の伸びは鈍化することが予想されるほか、低価格競争は止まらず、

コスト面の上昇懸念もあり、受注環境は厳しい状況が続くものと思われます。
このような情勢のもと、当社グループは受注からアフターサービスに至る一貫営業体制を強化するととも

に、採算性重視の営業活動を推進し、安定収益の確保に努めてまいります。
なお、連結業績見通しにつきましては、平成20年５月15日付決算短信において発表した予想を変更してお

りません。
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4. その他

(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①貸倒見積高を算定する方法

一般債権の貸倒見積高の算定については、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認
められるため、前連結会計年度において算定した貸倒見積率を使用しております。

②固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る
減価償却費の額を期間按分して算定しております。

③税金費用の計算

税金費用の算定については、税金等調整前四半期純損失に法定実効税率を乗じて計算しております。
なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

①重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

（たな卸資産）
通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によって

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９
号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額に
ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える
影響はありません。

②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取
扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しておりますが、損益に与える影響はないため
連結決算上必要な修正を行っておりません。

③リース取引に関する会計基準等の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企
業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月
30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用すること
ができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常
の売買取引に係る会計処理によっております。
　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー
ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。これによる損益に与える影響
はありません。
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5. 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）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,918 26,573

受取手形・完成工事未収入金等 70,910 101,793

有価証券 0 0

未成工事支出金等 25,309 18,227

その他 9,970 7,841

貸倒引当金 △77 △112

流動資産合計 129,032 154,324

固定資産

有形固定資産 6,576 6,658

無形固定資産 824 808

投資その他の資産

投資有価証券 38,855 36,984

その他 11,037 10,726

貸倒引当金 △395 △50

投資その他の資産合計 49,497 47,660

固定資産合計 56,898 55,127

資産合計 185,931 209,452

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 39,554 84,825

短期借入金 5,586 5,356

未払金 29,564 8,327

未払法人税等 102 1,757

未成工事受入金 11,945 7,564

工事損失引当金 1,526 689

その他 4,768 7,720

流動負債合計 93,047 116,242

固定負債

長期借入金 268 111

退職給付引当金 2,851 2,807

役員退職慰労引当金 441 585

その他 2,705 1,627

固定負債合計 6,267 5,131

負債合計 99,314 121,373
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 13,134 13,134

資本剰余金 12,853 12,853

利益剰余金 55,613 58,376

自己株式 △2,341 △2,335

株主資本合計 79,261 82,029

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,146 5,542

為替換算調整勘定 △45 185

評価・換算差額等合計 7,101 5,727

少数株主持分 254 320

純資産合計 86,616 88,078

負債純資産合計 185,931 209,452
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日)

売上高 29,449

売上原価 28,036

売上総利益 1,412

販売費及び一般管理費

従業員給料手当 1,466

退職給付費用 107

その他 2,491

販売費及び一般管理費合計 4,065

営業損失（△） △2,652

営業外収益

受取利息 30

受取配当金 324

有価証券評価益 161

持分法による投資利益 18

その他 154

営業外収益合計 690

営業外費用

支払利息 33

その他 55

営業外費用合計 89

経常損失（△） △2,051

特別利益

貸倒引当金戻入額 31

投資有価証券売却益 24

その他 24

特別利益合計 80

特別損失

投資有価証券評価損 6

貸倒引当金繰入額 317

その他 1

特別損失合計 326

税金等調整前四半期純損失（△） △2,297

法人税等 △763

少数株主損失（△） △10

四半期純損失（△） △1,522
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △2,297

減価償却費 159

工事損失引当金の増減額（△は減少） 836

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△

は減少）
△99

受取利息及び受取配当金 △355

支払利息 33

為替差損益（△は益） △25

持分法による投資損益（△は益） △18

有価証券評価損益（△は益） △161

有形固定資産除却損 0

投資有価証券売却損益（△は益） △24

売上債権の増減額（△は増加） 28,344

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △7,082

仕入債務の増減額（△は減少） △23,303

未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,390

その他 △2,128

小計 △1,731

利息及び配当金の受取額 355

利息の支払額 △71

法人税等の支払額 △1,705

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △285

定期預金の払戻による収入 285

有形及び無形固定資産の取得による支出 △307

有形及び無形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △25

投資有価証券の売却による収入 32

投資有価証券の償還による収入 1,001

その他の支出 △41

その他の収入 198

投資活動によるキャッシュ・フロー 857

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 390

長期借入れによる収入 220

長期借入金の返済による支出 △223

自己株式の取得による支出 △5

配当金の支払額 △1,239

財務活動によるキャッシュ・フロー △858

現金及び現金同等物に係る換算差額 △183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,338

現金及び現金同等物の期首残高 24,773

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,435
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

設備工事事業
(百万円)

設備機器の製
造・販売事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

28,220 1,177 51 29,449 ― 29,449

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― 58 19 78 (78) ―

計 28,220 1,235 71 29,527 (78) 29,449

営業利益又は営業損失(△) △2,561 △161 32 △2,691 38 △2,652

(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

      1. 事業区分の方法

    日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

      2. 各区分に属する主要な事業の内容

    設備工事事業 ：建築設備工事全般に関する事業

    設備機器の製造・販売事業：設備機器類(空調機器)の設計・製作・販売に関する事業

    その他の事業 ：不動産売買・賃貸、生・損保代理店に関する事業他

② 所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

③ 海外売上高

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 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。
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高砂熱学工業㈱(1969)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

(単位：百万円）

前年同四半期連結累計期間

　（自 平成19年４月１日

科 目 　 至 平成19年６月30日）

金 額

Ⅰ 売上高 24,567

Ⅱ 売上原価 22,670

　   売上総利益 1,897

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,802

　   営業損失（△） △1,904

Ⅳ 営業外収益 638

Ⅴ 営業外費用 58

　   経常損失（△） △1,325

Ⅵ 特別利益 180

Ⅶ 特別損失 17

　   税金等調整前四半期純損失（△） △1,161

　   法人税等 △394

　   四半期純損失(△) △767
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6. その他の情報

受注及び販売の状況（連結）

(1)受注高

（単位：百万円、％)

前年同四半期 当第１四半期

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

  至  平成19年６月30日)   至  平成20年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 37,587 60.0 50,925 63.1 13,338 35.5

 設備工事事業 産業空調設備 23,854 38.0 27,542 34.2 3,687 15.5

計 61,442 98.0 78,468 97.3 17,026 27.7

 設備機器の製造・販売事業 1,177 1.9 2,138 2.6 960 81.6

 その他の事業 52 0.1 51 0.1 △1 △1.9

合 計 62,672 100.0 80,658 100.0 17,985 28.7

（うち海外） (2,459) (3.9) (1,952) (2.4) (△506) (△20.6)

(2)売上高

（単位：百万円、％)

前年同四半期 当第１四半期

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

  至  平成19年６月30日)   至  平成20年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 14,141 57.6 17,677 60.0 3,536 25.0

 設備工事事業 産業空調設備 9,240 37.6 10,542 35.8 1,302 14.1

計 23,382 95.2 28,220 95.8 4,838 20.7

 設備機器の製造・販売事業 1,132 4.6 1,177 4.0 44 3.9

 その他の事業 52 0.2 51 0.2 △1 △1.9

合 計 24,567 100.0 29,449 100.0 4,881 19.9

（うち海外） (1,740) (7.1) (2,272) (7.7) (532) (30.6)

　

（注）1.受注高及び売上高のセグメント間取引については、相殺消去しております。

　   2.当第１四半期に工事種類別区分の見直しを行っており、「産業空調設備」には従来「一般空調設備」に含め

ていた研究施設用途の空調設備のうち、日本標準産業分類「製造業」に属する工事発注者からのものを含

めて表示しております。なお、比較の便宜上、前年同四半期も同様に組み替えて記載しております。

　   3.この変更により、当第１四半期は「産業空調設備」は受注高が4,178百万円、売上高が1,668百万円増加し、

「一般空調設備」はそれぞれ同額減少しております。

なお、前年同四半期は従来の区分と比べ、「産業空調設備」は受注高が4,678百万円、売上高が849百万円増

加し、「一般空調設備」はそれぞれ同額減少しております。
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「参考資料」

受注及び販売の状況（個別）

(1)受注高

（単位：百万円、％)

前年同四半期 当第１四半期

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

  至 平成19年６月30日)   至 平成20年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

設備工事事業
 一般空調設備 37,310 63.1 50,523 66.3 13,213 35.4

 産業空調設備 21,803 36.9 25,678 33.7 3,875 17.8

合 計 59,113 100.0 76,201 100.0 17,088 28.9

(2)売上高

（単位：百万円、％)

前年同四半期 当第１四半期

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

  至 平成19年６月30日)   至 平成20年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

設備工事事業
 一般空調設備 13,825 63.7 17,288 67.1 3,463 25.0

 産業空調設備 7,894 36.3 8,479 32.9 585 7.4

合 計 21,720 100.0 25,768 100.0 4,048 18.6

（注）1.当第１四半期に工事種類別区分の見直しを行っており、「産業空調設備」には従来「一般空調設備」に含め

ていた研究施設用途の空調設備のうち、日本標準産業分類「製造業」に属する工事発注者からのものを含

めて表示しております。なお、比較の便宜上、前年同四半期も同様に組み替えて記載しております。

　   2.この変更により、当第１四半期は「産業空調設備」は受注高が4,178百万円、売上高が1,668百万円増加し、

「一般空調設備」はそれぞれ同額減少しております。

なお、前年同四半期は従来の区分と比べ、「産業空調設備」は受注高が4,678百万円、売上高が849百万円増

加し、「一般空調設備」はそれぞれ同額減少しております。

以 上     
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