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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 214,215 △12.0 7,681 31.4 8,161 32.1 2,805 △5.8

20年3月期 243,376 11.9 5,846 3.0 6,180 △5.6 2,978 △9.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 34.27 ― 3.3 4.0 3.6
20年3月期 36.03 ― 3.3 2.8 2.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  15百万円 20年3月期  29百万円

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 196,879 81,218 41.1 1,004.87
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  80,985百万円 20年3月期  87,757百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 2,430 1,260 △5,289 22,759
20年3月期 3,130 2,855 △3,062 24,773

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00 2,065 69.4 2.3
21年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00 2,040 73.0 2.4

22年3月期 
（予想）

― 12.50 ― 12.50 25.00 42.6

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

   （参考）  予想受注高 （第2四半期連結累計期間） 120,000百万円、 （通期） 230,000百万円 

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 94,000 18.2 △500 ― △300 ― △200 ― △2.44

通期 245,000 14.4 7,800 1.5 8,700 6.6 4,800 71.1 58.64

－ 1 －



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

   （注） 詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

   （注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、44ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  5,172,618株 20年3月期  3,132,371株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 192,647 △11.0 7,199 63.6 8,107 57.1 3,285 29.2
20年3月期 216,446 9.7 4,400 19.7 5,159 3.1 2,543 3.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 40.14 ―

20年3月期 30.78 ―

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 184,575 76,165 41.3 945.06
20年3月期 196,192 81,973 41.8 992.01

（参考） 自己資本 21年3月期  76,165百万円 20年3月期  81,973百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

   （参考）  予想受注高 （第2四半期連結累計期間） 110,000百万円、 （通期） 210,000百万円 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績の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、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仮定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、4ページ「次期の見通し」及び6ページ「（4）事業等のリスク」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間 85,000 22.7 △800 ― △300 ― △200 ― △2.44

通期 225,000 16.8 7,300 1.4 8,400 3.6 4,600 40.0 56.20

－ 2 －



Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

 ①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、金融危機を背景とした世界的な景気後退と円高の

影響を受け、生産や輸出、企業の設備投資が減少した結果、企業収益や雇用・所得環境が悪

化したことに加え、株価の下落もあいまって、国内の景気後退は急速に深刻化しました。 

当社関連の空調業界におきましては、公共投資は縮減が続く一方、民間設備投資も第２四

半期連結累計期間までは底堅く推移したものの、第３四半期連結会計期間に入り、製造業で

計画中止や先送りが見られるなど更に厳しい経営環境になりました。 

このような状況のもとで、当社及びグループ各社は、今年度からの３か年中期経営計画に

基づき、総力を挙げて採算性重視の受注活動、リニューアル工事・産業空調設備工事といっ

た重点分野への経営資源集中、設計・施工技術力の強化、資材調達の合理化、あらゆるコス

ト削減など収益力の強化に取り組んでまいりました結果、当連結会計年度における業績は次

のとおりとなりました。なお、当連結会計年度より、従来、一般空調設備に含めておりまし

た研究施設につきましては、産業空調設備に区分変更しております。 

受注高は、前連結会計年度を7.0％下回る2,366億円となりました。 

一般空調設備は前連結会計年度を4.5％下回る1,466億円、産業空調設備は前連結会計年度

を12.7％下回る826億円となった結果、設備工事事業は前連結会計年度を7.6％下回る2,292

億円となりました。設備機器の製造・販売事業は、前連結会計年度を16.4％上回る72億円と

なりました。また、その他の事業は、１億円となりました。その構成比は、一般空調設備が

62.0％、産業空調設備が34.9％、あわせた設備工事は96.9％、設備機器が3.0％、その他が

0.1％であります。 

売上高は、前連結会計年度を12.0％下回る2,142億円となりました。 

一般空調設備は前連結会計年度を12.8％下回る1,264億円、産業空調設備は前連結会計年

度を12.2％下回る807億円となった結果、設備工事事業は前連結会計年度を12.6％下回る

2,072億円となりました。設備機器の製造・販売事業は、前連結会計年度を10.3％上回る68

億円となりました。また、その他の事業は、１億円となりました。その構成比は、一般空調

設備が59.0％、産業空調設備が37.7％、あわせた設備工事は96.7％、設備機器が3.2％、そ

の他が0.1％であります。 

当連結会計年度の利益は、売上高が減少したものの、工事採算の改善により、営業利益は

前連結会計年度を31.4％上回る76億81百万円、経常利益は前連結会計年度を32.1％上回る81

億61百万円となりました。また、当期純利益は減損処理による投資有価証券評価損等を特別

損失に計上した結果、前連結会計年度を5.8％下回る28億05百万円となりました。 

当連結会計年度末の繰越高は、前連結会計年度末を16.0％上回る1,629億円となりました。 

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） 

売上高は前連結会計年度を12.6％下回る2,072億円となり、営業利益は前連結会計年度

を37.4％上回る68億53百万円となりました。 

  （設備機器の製造・販売事業） 

売上高は前連結会計年度を7.6％上回る74億円となり、営業利益は前連結会計年度を

9.2％上回る７億09百万円となりました。 

  （その他の事業） 

売上高は前連結会計年度を2.2％上回る２億円となり、営業利益は前連結会計年度を

1.9％上回る80百万円となりました。 

高砂熱学工業㈱（1969）平成21年３月期決算短信

－ 3 －



②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、世界的な景気は一層の下振れが懸念されるなか、国内景気

の先行きも、当面、悪化を続けるとみられ、予断を許さない状況が続くものと思われます。 

空調業界におきましては、民間設備投資は引き続き減少することが予想されるほか、競争

激化により、経営環境は厳しさが増すものと思われます。  

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、通期の連結業績見通しにつきましては、売上高2,450億円、営業利益78億円、   

経常利益87億円、当期純利益48億円、受注高2,300億円、次期繰越高1,479億円を見込んで 

おります。また、当社の業績見通しにつきましては、売上高2,250億円、営業利益73億円、

経常利益84億円、当期純利益46億円、受注高2,100億円、次期繰越高1,418億円を見込んで 

おります。 

(2) 財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、受取手形・完成工事未収入金等及び投資有価証券が

減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて125億72百万円減少し、1,968億79百万

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57億12百万円減少し、1,156億61百万円となりました。 

また、純資産合計は、その他有価証券評価差額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68億60百万円減少し、812億18百万円となりました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における「現金及び現金同等物」（以下「資金」といいます。）は、前

連結会計年度末に比べ20億14百万円減少し、227億59百万円となりました。 

  （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、24億30百万円の収入超過(前連結会計年度末比△６億99百万

円)となりました。これは主に未成工事支出金等の増加が未成工事受入金の増加を上回った

ものの、税金等調整前当期純利益に加え、売上債権の減少が仕入債務の減少を上回ったこと

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、12億60百万円の収入超過(前連結会計年度末比△15億94百万

円)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、52億89百万円の支出超過(前連結会計年度末比△22億27百万

円)となりました。これは主に配当金の支払いと自己株式の取得によるものであります。 
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キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年 

3月期 

平成18年 

3月期 

平成19年 

3月期 

平成20年 

3月期 

平成21年 

3月期 

自己資本比率 41.2％ 44.0％ 41.4％   41.9％   41.1％ 

時価ベースの自己 

資本比率 
31.5％ 37.5％ 38.7％   30.5％   24.7％ 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子

負債比率 
－ 1.0年 － 0.9年 0.8年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ － 48.3倍 － 30.4倍 42.6倍 

(注) 1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値で下記の基準により算出しております。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率：有利子負債／ 

営業キャッシュ・フロー(利払い及び法人税等控除前) 

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 

営業キャッシュ・フロー(利払い及び法人税等控除前)／利払い 

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式を除く)により算出し

ております。 

3.営業キャッシュ・フロー(利払い及び法人税等控除前)は、連結キャッシュ・フロー

計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー(利息の支払額及び法人税等の   

支払額控除前)を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されて

いる負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また利払い

につきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており 

ます。 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、株主への利益還元を経営上の最重要課題と位置づけ、企業体質

の強化を図りつつ安定した配当を行うことを基本方針としております。平成20年度から収益

性と資本効率性を高めつつ、連結純資産配当率(DOE)２％をベースとして配当を行っており

ます。 

当社の期末配当金は、公表どおり１株につき12円50銭を予定しております。中間配当金と

して、12円50銭をお支払いしておりますので、１株当たり年間配当金は25円となります。 

また、次期における当社の配当金は、１株につき第２四半期末・期末ともそれぞれ12円 

50銭とし、年間25円を予定しております。 

内部留保金につきましては、競争力強化のための技術開発や財務体質強化並びに事業領域

拡大の原資とするとともに株主価値向上を図るための自己株式の取得も視野に入れてまいり

ます。なお、自己株式につきましては、平成20年10月29日開催の取締役会決議に基づき、平

成20年10月30日から平成20年12月８日(約定基準)にかけて、東京証券取引所における市場買

付により普通株式2,000,000株を17億77百万円にて取得いたしております。 
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(4) 事業等のリスク 

決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要

な影響を及ぼす事項として以下のようなものがあります。文中における将来に関する事項は

当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 

① 業績の季節的変動 

当社グループの売上高は、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こ

とにより、連結会計年度の下半期に売上高及び利益が偏重する傾向にあります。 

② 建設資材価格の変動リスク 

当社グループは鋼材等建設資材を調達しておりますが、資材価格が高騰し、これを請負

金額に反映することが困難な場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 海外事業に伴うリスク 

当社グループが事業を展開する中国・東南アジア地域においては、予期しえない法的 

規制や変更、政治不安及び経済変動等不測の事態が発生した場合には、業績に影響を 

及ぼす可能性があるなどカントリーリスクが存在しています。 

④ 不採算工事の発生によるリスク 

工事施工段階での想定外の追加原価等により不採算工事が発生した場合には、工事損失

引当金を計上することなどにより業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 施工中の事故、災害リスク 

工事の安全衛生や品質管理には万全を期しておりますが、施工中の災害または事故等に 

より、損害賠償、瑕疵担保責任等が発生する可能性があります。当社グループは不測の

事態に備えて包括賠償責任保険に加入しておりますが、多額の損害賠償金が発生した場

合には業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 取引先の信用リスク 

施工済みの工事代金を受領する前に受注先が倒産した場合には、未受領の工事代金の 

全額回収が不可能となり、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、施工中に協力

会社が倒産した場合には工事の進捗に支障を来たすとともに、追加費用が発生し、業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 資産保有リスク 

当社グループは不動産や有価証券等の資産を保有しておりますが、取引先を中心とした

市場性ある株式は価格変動リスクを負っております。当連結会計年度末時点での市場 

価額との評価差額(税効果会計の適用前)は７億 70 百万円の含み益であり、今後の時価の

動向次第でこれらの数値は変動します。また、大幅な時価の下落が生じた場合、減損が

発生する可能性があります。 

⑧ 退職給付制度に関するリスク 

年金資産及び信託の下落や運用利回りの悪化、割引率等数理計算上で設定される前提に

変更があった場合には、退職給付費用及び退職給付債務が発生し、業績に影響を及ぼす

可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 
当社グループは、当社、連結子会社７社、持分法非適用非連結子会社６社、持分法非適用関

連会社２社で構成され、設備工事事業、設備機器の製造・販売事業を主な事業内容としており
ます。  
 当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりで
あります。 
  
設備工事事業 当社は空調設備の技術を核として、その設計・施工を主な事業としてお

り、日本ピーマック㈱(連結子会社)及び日本開発興産㈱(連結子会社)は、当
社の工事施工に伴う機器の一部を納入しております｡海外については、連結子
会社である高砂建築工程(北京)有限公司、タカサゴシンガポールPte.Ltd.及
びタイタカサゴCo.,Ltd.のほか非連結子会社６社が空調設備の設計・施工を
行い、当社はこれら海外子会社に対して技術援助を行っております。また、
高砂エンジニアリングサービス㈱(連結子会社)は、空調設備の保守・点検、
運転管理等を、日本フローダ㈱(連結子会社)は、空調機器等の設計・製作、
空調設備等の施工を行っております。 

  
設備機器の製 
造・販売事業 

日本ピーマック㈱は、空調機器等の設計・製造・販売の事業を行っており
ます。 

  
その他の事業 日本開発興産㈱は、不動産の売買・賃貸、生・損保代理店等の事業を行っ

ております。また、持分法非適用関連会社である苫小牧熱供給㈱及び北広島
熱供給㈱は、熱供給事業を行っております。 

  

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

得  意  先 

海外 国内 

(設備工事事業) 

 

連結子会社 

高砂建築工程(北京)有限公司 

タカサゴシンガポール Pte.Ltd. 

タイタカサゴ Co.,Ltd. 

 

非連結子会社 

高砂熱学工業(香港)有限公司 

(注)1タカサゴフィリピン Inc. 

中電高砂工程諮詢有限公司 

T.T.E.ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

(ﾏﾚｰｼｱ)Sdn.Bhd. 

(注)1 P.T.ﾀｶｻｺﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

タカサゴベトナム Co.,Ltd. 

(設備工事事業) 

 

 

当 社 

(設備機器の製造・

販売事業)

連結子会社 

日本ピーマック㈱

(その他の事業) 

関連会社 

 苫小牧熱供給㈱ 

 北広島熱供給㈱ 

技術援助 

(注)1 タカサゴフィリピン Inc.及び P.T.タカサゴエンジニアリングインドネシアは平成 21 年３月末現在、清算手続き中であ

ります。 

(注)2 日本フレクト㈱は、第２四半期連結会計期間末において持分法適用関連会社でありましたが、当社が平成 20 年 10 月１

日に株式を追加取得したことに伴い、第３四半期連結会計期間より連結子会社となりました。なお、日本フレクト㈱は

平成 21 年１月１日付で会社名を日本フローダ㈱に変更いたしました。 

(その他の事業・ 

設備工事事業)

連結子会社 

 日本開発興産㈱ 

(設備工事事業) 

 

連結子会社 

高砂エンジニアリング

サービス㈱ 

(注)2日本フローダ㈱ 
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３．経営方針                                    

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、空気調和設備に関する｢特色ある技術の開発｣と｢最高の品質創り｣を通じて顧客の

ニーズに対応したサービスの提供に努め、社業の発展を図り、もって社会に貢献することを

経営の基本としております。こうした観点のもと、株主、顧客、従業員などステーク   

ホルダーの期待と信頼に応えるべく、企業価値の向上を目指して挑戦しております。 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、平成20年度を初年度とする３か年の中期経営計画において、最終年度で

ある平成22年度には連結業績として受注高2,750億円、売上高2,600億円、営業利益79億円、

経常利益84億円、当期純利益45億円、純資産配当率(DOE)２％を目指しております。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、平成20年度からの中期経営計画に則り、「顧客最優先」「現場第一  

主義」の考えに基づき、採算性重視の受注活動を推進するとともに重点分野への経営資源 

集中により、高収益な企業体質を構築するべく引き続き事業構造改革を進めております。環

境対策や省エネルギーのためのリニューアル需要の拡大が見込まれるなか、顧客の建築設備

のエネルギー管理を支援する新たなフィービジネスであるグリーンエア事業と、設備の運

転・保守から長期保全計画までを代行する設備総合管理事業の推進に加え、電気計装及び情

報通信分野を強化することによりコアビジネスであるリニューアル事業を拡大してまいりま

す。また、当社の高い技術提案力をもとに、CO2排出量削減などのソリューション活動を通

じて、産業空調分野を拡大するとともに、資機材の調達方法の改善や低コスト工法の開発を

はじめコストダウン強化や生産性向上などの施策を実行し、収益力の強化を図り企業価値を

高めてまいります。 

平成20年度には、顧客に当社の技術力を示すための｢見える｣研究開発拠点として、総合研

究所において実験棟、エネルギー研究棟の増築を含めたリニューアルを行いました。また、

事業の拡大を図るため、長きにわたり当社と欧州企業との合弁企業として海外の空調技術を

国内に導入し、全熱交換器、真空ゴミ輸送装置などの空調設備関連分野で実績を積み上げて

きた当社の持分法適用の関連会社でありました日本フレクト株式会社の株式を平成20年10月

に追加取得し、子会社化いたしました(なお、同社は平成21年１月１日付で会社名を日本フ

ローダ株式会社に変更いたしました。)。 

海外につきましては、中国並びに東南アジア地域に現地法人を設立し、電子部品等の製造

業向け産業空調設備の設計・施工を中心に展開しております。これらの地域は、世界的な景

気後退の影響を受け、当連結会計年度の業績は低調に推移いたしました。今後につきまして

も、リスク回避と安定した収益の確保を常に念頭に機動的に展開してまいります。なお、ア

ラブ首長国連邦において、平成20年11月にドバイ営業所を、平成21年１月にアブダビ支店を

それぞれ開設し、地域冷房及びエネルギー利用・環境技術に特化した営業活動を開始いたし

ております。 

また、環境問題につきましては、社会的責務ととらえ｢環境経営理念｣を制定し、事業活動

を通じて省エネルギー、フロンの回収、グリーン調達、建設廃棄物のゼロエミッション化 

など環境保全活動を積極的に推進しております。特に京都議定書の温室効果ガス削減実行期

間に入り、建物に起因する温暖化ガス削減の必要性が高まり、低炭素社会実現への取組みも

進むなか、顧客との協働を通じて省エネルギーを実現するために、技術開発と事業展開を進

めてまいります。地球環境問題に対し、ビジネスと環境貢献活動を両立させて積極的に取り

組み、環境ソリューション企業へと発展させてまいります。なお、毎年これらの活動成果を

とりまとめた環境報告書(グリーン・エア)を発行し、環境に関する情報開示の充実を図って

おります。 
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 (4) 会社の対処すべき課題 

建設市場では、受注競争激化の深刻化など厳しい経営環境が続くなか、当社グループは安

定的な成長と収益の確保を図るべく事業構造の改革に取り組んでまいります。特に、今後も

需要拡大が見込まれるリニューアル市場に注力し、新築から運用管理を含むアフターサービ

スを経てリニューアル工事までの一貫営業体制を強化するとともに、省エネルギーに関する

ソリューション事業と衛生、情報通信分野など他の設備工事へ事業領域を拡大してまいりま

す。新たな技術を取り込んだ空調システムの提供や新商品開発を強化し、顧客満足の向上に

向けてグループを挙げて取り組んでまいります。また、当社の企業価値の源泉である現場を

支える協力会社との連携を強化してまいります。 

 (5) 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

当社は、平成 18 年６月 29 日開催の定時株主総会における株主の皆様のご承認を得て、当

社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を導入しておりましたが、平成 20 年

６月 27 日開催の定時株主総会の終結の時をもって当該買収防衛策は有効期間の満了により

失効しました。 

これに際して、当社は平成 20 年５月 15 日開催の取締役会において、引き続き当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業

の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 127 条本文に規定

されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）に照らして、新たな当社株式の大量取

得行為に関する対応策(買収防衛策)（以下「本プラン」といいます。）の導入を決定し、平

成 20 年６月 27 日開催の定時株主総会において本プランの導入についてご承認を得ておりま

す。 

本プランは、当社株式の大量取得が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするため

に必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等を

通じて、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。 

本プランは、当社株券等の 20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に、事前

の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めています。 

買収者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の買収を行う場合、

当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合等には、

当社は、買収者による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買収者以外の者から

当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権（以下これ

を「本新株予約権」といいます。）を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約

権無償割当ての方法（会社法第 277 条以降に規定されます。）により割り当てます。 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴

って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有していた当社株

式の議決権割合は、最大約 50%まで希釈化される可能性があります。 

本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、

取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則に従い、当社経営陣から独立した社外者

のみから構成される独立委員会の客観的な判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開

示を行うことにより透明性を確保することとしています。 

また、当社取締役会は、これに加えて、買収の内容、時間的猶予等の諸般の事情を考慮の

上、当社取締役の善管注意義務に照らして必要であると判断する場合等には、株主総会を招

集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することができる

ものとされています。さらに、こうした手続の過程については、株主の皆様への情報開示を

通じてその透明性を確保することとしています。 

本プランの有効期間は、平成 23 年３月期事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで

とします。ただし、有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本プランに係る

無償割当ての実施に関する事項の決定権限の当社取締役会への委任を撤回する旨の決議が行

われた場合、又は、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、

本プランはその時点で廃止されるものとします。 
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本プランの導入時点においては、新株予約権無償割当て自体は行われませんので、株主の

皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 

次に、買付者等が出現し、新株予約権無償割当てが実施されたときは、買付者等以外の株

主の皆様は、行使期間開始日後、無償割当てを受けた新株予約権を行使できることになりま

す。この新株予約権の行使価額は、新株予約権１個当たり１円を下限として当社株式の１株

の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内において当社取締役会が新株予約権無償

割当てに関する決議で別途定める金額となりますので、新株予約権を行使する場合には、そ

の金額相当のご負担をお願いすることになります。 

もっとも、当社が、新株予約権を取得するのと引換えに当社株式を交付する場合には、買

付者等以外の株主の皆様は、ご自身で行使価額の払込みをすることなく、相応の当社株式の

交付を受けることができます。当社がかかる取得の手続を行った場合、買付者等以外の株主

の皆様は、新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをしなくとも、当社株式を受

領することができますので、結果的には、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じませ

ん。 

（詳細につきましては、平成 20 年５月 15 日付開示資料「当社株式の大量取得行為に関す

る対応策（買収防衛策）の導入について」をご参照ください。） 
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4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

資産の部 

流動資産 

現金預金 ※3 26,573 ※3 24,169 

受取手形・完成工事未収入金等 101,793 89,420 

有価証券 0 499 

未成工事支出金等 18,227 ※1 31,403 

繰延税金資産 968 1,015 

その他 6,872 6,038 

貸倒引当金 △112 △101 

流動資産合計 154,324 152,447 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 7,488 7,584 

機械装置及び運搬具 696 695 

工具器具・備品 2,840 2,801 

土地 2,330 2,319 

建設仮勘定 49 51 

減価償却累計額 △6,748 △7,025 

有形固定資産合計 6,658 6,426 

無形固定資産 808 1,326 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2 36,984 ※2 24,206 

長期貸付金 126 109 

前払年金費用 112 641 

繰延税金資産 243 1,831 

差入保証金 2,789 2,810 

保険積立金 4,467 4,191 

その他 2,987 3,299 

貸倒引当金 △50 △410 

投資その他の資産合計 47,660 36,678 

固定資産合計 55,127 44,432 

資産合計 209,452 196,879 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 84,825 57,685 

短期借入金 5,356 4,116 

未払金 8,327 25,842 

未払法人税等 1,757 1,762 

未成工事受入金 7,564 16,204 

役員賞与引当金 112 127 

完成工事補償引当金 481 469 

工事損失引当金 689 610 

その他 7,126 4,858 

流動負債合計 116,242 111,677 

固定負債 

長期借入金 111 255 

繰延税金負債 1,522 － 

退職給付引当金 2,807 3,079 

役員退職慰労引当金 585 528 

その他 104 121 

固定負債合計 5,131 3,984 

負債合計 121,373 115,661 

純資産の部 

株主資本 

資本金 13,134 13,134 

資本剰余金 12,853 12,854 

利益剰余金 58,376 58,909 

自己株式 △2,335 △4,148 

株主資本合計 82,029 80,749 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 5,542 518 

為替換算調整勘定 185 △283 

評価・換算差額等合計 5,727 235 

少数株主持分 320 232 

純資産合計 88,078 81,218 

負債純資産合計 209,452 196,879 
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(2) 連結損益計算書 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

売上高 243,376 214,215 

売上原価 ※1 221,083 ※1 189,419 

売上総利益 22,293 24,795 

販売費及び一般管理費 

従業員給料手当 6,072 6,223 

退職給付費用 341 443 

役員退職慰労引当金繰入額 34 48 

事務用品費 1,637 1,726 

貸倒引当金繰入額 58 2 

地代家賃 2,290 2,333 

減価償却費 321 427 

その他 5,689 5,908 

販売費及び一般管理費合計 ※1 16,446 ※1 17,114 

営業利益 5,846 7,681 

営業外収益 

受取利息 276 171 

受取配当金 504 522 

受取保険金 81 77 

保険配当金 155 133 

持分法による投資利益 29 15 

その他 122 133 

営業外収益合計 1,168 1,051 

営業外費用 

支払利息 170 114 

支払手数料 67 71 

為替差損 172 150 

有価証券評価損 360 171 

その他 64 64 

営業外費用合計 835 571 

経常利益 6,180 8,161 

特別利益 

前期損益修正益 － ※2 38 

固定資産売却益 ※3 6 － 

投資有価証券売却益 228 451 

償却債権取立益 38 24 

その他 0 0 

特別利益合計 274 515 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

特別損失 

固定資産売却損 0 ※4 5 

固定資産除却損 ※5 178 ※5 134 

減損損失 ※6 18 － 

投資有価証券評価損 348 2,420 

貸倒引当金繰入額 － ※7 324 

非連結子会社整理損 ※8 237 － 

投資有価証券売却損 1 － 

ゴルフ会員権等退会損 6 10 

その他 50 59 

特別損失合計 842 2,954 

税金等調整前当期純利益 5,612 5,721 

法人税、住民税及び事業税 2,284 2,564 

過年度法人税等 － 190 

法人税等調整額 304 138 

法人税等合計 2,588 2,893 

少数株主利益 45 22 

当期純利益 2,978 2,805 
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

株主資本 

資本金 

前期末残高 13,134 13,134 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 13,134 13,134 

資本剰余金 

前期末残高 12,853 12,853 

当期変動額 

自己株式の処分 － 0 

当期変動額合計 － 0 

当期末残高 12,853 12,854 

利益剰余金 

前期末残高 56,789 58,376 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,653 △2,272 

当期純利益 2,978 2,805 

連結範囲の変動 262 － 

当期変動額合計 1,587 533 

当期末残高 58,376 58,909 

自己株式 

前期末残高 △2,297 △2,335 

当期変動額 

自己株式の取得 △38 △1,814 

自己株式の処分 － 0 

当期変動額合計 △38 △1,813 

当期末残高 △2,335 △4,148 

株主資本合計 

前期末残高 80,480 82,029 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,653 △2,272 

当期純利益 2,978 2,805 

連結範囲の変動 262 － 

自己株式の取得 △38 △1,814 

自己株式の処分 － 0 

当期変動額合計 1,548 △1,279 

当期末残高 82,029 80,749 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 13,500 5,542 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△7,958 △5,023 

当期変動額合計 △7,958 △5,023 

当期末残高 5,542 518 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △0 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

0 － 

当期変動額合計 0 － 

当期末残高 － － 

為替換算調整勘定 

前期末残高 146 185 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

39 △468 

当期変動額合計 39 △468 

当期末残高 185 △283 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 13,646 5,727 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△7,918 △5,492 

当期変動額合計 △7,918 △5,492 

当期末残高 5,727 235 

少数株主持分 

前期末残高 － 320 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 320 △88 

当期変動額合計 320 △88 

当期末残高 320 232 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

純資産合計 

前期末残高 94,127 88,078 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,653 △2,272 

当期純利益 2,978 2,805 

連結範囲の変動 262 － 

自己株式の取得 △38 △1,814 

自己株式の処分 － 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,597 △5,580 

当期変動額合計 △6,048 △6,860 

当期末残高 88,078 81,218 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 5,612 5,721 

減価償却費 538 695 

減損損失 18 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 58 348 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 51 △8 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 16 14 

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△
は減少） 

△923 △80 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △489 △78 

のれん償却額 － 19 

受取利息及び受取配当金 △780 △693 

支払利息 170 114 

為替差損益（△は益） 101 △0 

持分法による投資損益（△は益） △29 △15 

有価証券評価損益（△は益） 360 171 

有形固定資産売却損益（△は益） △6 5 

有形固定資産除却損 178 133 

投資有価証券売却損益（△は益） △227 △451 

投資有価証券評価損益（△は益） 348 2,420 

償却債権取立益 △38 － 

売上債権の増減額（△は増加） 876 12,230 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 4,662 △13,053 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,308 △9,023 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △3,348 8,645 

非連結子会社整理損 237 － 

未払消費税等の増減額（△は減少） 46 2 

未収消費税等の増減額（△は増加） 14 10 

その他 960 △2,539 

小計 5,101 4,588 

利息及び配当金の受取額 827 713 

利息の支払額 △194 △124 

法人税等の支払額 △2,604 △2,970 

法人税等の還付額 － 224 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,130 2,430 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

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 △1,771 △1,967 

定期預金の払戻による収入 2,276 2,358 

長期預金の払戻による収入 900 － 

有価証券の取得による支出 △199 － 

有価証券の償還による収入 699 0 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,134 △900 

有形及び無形固定資産の売却による収入 46 12 

投資有価証券の取得による支出 △1,803 △268 

投資有価証券の売却による収入 1,388 930 

投資有価証券の償還による収入 1,650 1,008 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

－ △139 

差入保証金の差入による支出 △62 △73 

差入保証金の回収による収入 168 62 

保険積立金の積立による支出 △656 △645 

保険積立金の払戻による収入 1,338 921 

その他の支出 △35 △45 

その他の収入 50 9 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,855 1,260 

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） △388 △920 

長期借入れによる収入 － 290 

長期借入金の返済による支出 △976 △566 

リース債務の返済による支出 － △0 

自己株式の取得による支出 △38 △1,814 

自己株式の売却による収入 － 0 

配当金の支払額 △1,653 △2,272 

少数株主への配当金の支払額 △6 △7 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,062 △5,289 

現金及び現金同等物に係る換算差額 16 △416 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,940 △2,014 

現金及び現金同等物の期首残高 21,547 24,773 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 285 － 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 24,773 ※1 22,759 
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該当事項はありません。 

(5) 継続企業の前提に関する注記
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する
事項

(1) 連結子会社数       ６社
  連結子会社名は「２. 企業集団の状

況」に記載のとおりです。 

前連結会計年度まで非連結子会社と

していたタイタカサゴCo.,Ltd.は、

重要性が増したため連結の範囲に含

めております。

(1) 連結子会社数       ７社
  連結子会社名は「２. 企業集団の状

況」に記載のとおりです。 

日本フローダ㈱は、第２四半期連結

会計期間末において持分法適用関連

会社でありましたが、当社が平成20

年10月１日に株式を追加取得したこ

とに伴い連結子会社となったため、

第３四半期連結会計期間より連結の

範囲に含めております。 

なお、日本フレクト㈱は、平成21年

１月１日付で会社名を日本フローダ

㈱に変更いたしました。

(2) 非連結子会社数      ６社

  非連結子会社名は次のとおりです。

   高砂熱学工業(香港)有限公司

   タカサゴフィリピンInc.

   中電高砂工程諮詢有限公司

   T.T.E.エンジニアリング 

(マレーシア)Sdn.Bhd.

   P.T.タカサゴエンジニアリング 

インドネシア

   タカサゴベトナムCo.,Ltd.

   高砂熱学工業(深圳)有限公司は、

平成19年10月22日をもって清算結

了しております。

(2) 非連結子会社数      ６社

  非連結子会社名は次のとおりです。

   高砂熱学工業(香港)有限公司

   タカサゴフィリピンInc.

   中電高砂工程諮詢有限公司

   T.T.E.エンジニアリング 

(マレーシア)Sdn.Bhd.

   P.T.タカサゴエンジニアリング 

インドネシア

   タカサゴベトナムCo.,Ltd.
   

(3) 非連結子会社について連結の範囲か

ら除いた理由

  高砂熱学工業(香港)有限公司他５社

は、いずれも小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、いずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

(3) 非連結子会社について連結の範囲か

ら除いた理由

同左

２ 持分法の適用に関す
る事項

(1) 持分法適用の関連会社数  １社

  日本フレクト㈱

(1) 持分法適用の関連会社数  ─社

  なお、日本フローダ㈱は、第２四半

期連結会計期間末まで持分法適用関

連会社として持分法を適用しており

ましたが、当社が平成20年10月１日

に株式を追加取得したことに伴い、

第３四半期連結会計期間より連結子

会社となり、持分法の適用から除外

しております。

(2) 持分法非適用の非連結子会社名は次

のとおりです。
   高砂熱学工業(香港)有限公司
   タカサゴフィリピンInc.
   中電高砂工程諮詢有限公司
   T.T.E.エンジニアリング 

(マレーシア)Sdn.Bhd.
   P.T.タカサゴエンジニアリング 

インドネシア
   タカサゴベトナムCo.,Ltd.

(2) 持分法非適用の非連結子会社名は次

のとおりです。
   高砂熱学工業(香港)有限公司
   タカサゴフィリピンInc.
   中電高砂工程諮詢有限公司
   T.T.E.エンジニアリング 

(マレーシア)Sdn.Bhd.
   P.T.タカサゴエンジニアリング 

インドネシア
   タカサゴベトナムCo.,Ltd.
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(3) 持分法非適用の関連会社名は次のと

おりです。
   苫小牧熱供給㈱
   北広島熱供給㈱
  上記(3)、(4)の持分法非適用の非連

結子会社及び関連会社は、それぞれ

当期純損益(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分法の適

用から除外しております。

(3) 持分法非適用の関連会社名は次のと

おりです。
   苫小牧熱供給㈱
   北広島熱供給㈱

同左

(4) 持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、

当該会社の事業年度に係る財務諸表

を使用しております。

―――――

３ 連結子会社の事業年

度等に関する事項

在外連結子会社の決算日は12月31日、日

本開発興産㈱及び高砂メンテナンス㈱は

２月末日であります。連結財務諸表の作

成にあたっては、各決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただし連結決算

日までの期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っており

ます。なお、上記以外の連結子会社の決

算日は、連結決算日と一致しておりま

す。

連結子会社のうち、日本フローダ㈱及び

在外連結子会社の決算日は12月31日、日

本開発興産㈱は２月末日であります。連

結計算書類の作成にあたっては、各決算

日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、連結決算日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。また、高砂エン

ジニアリングサービス㈱については、決

算期を２月末日から３月末日に変更した

ことに伴い、平成20年３月１日から平成

21年３月31日までの13ヶ月間を連結して

おります。 

なお、上記以外の連結子会社の決算日

は、連結決算日と一致しております。

４ 会計処理基準に関す

る事項

 (1) 重要な資産の評価

基準及び評価方法

①有価証券

 満期保有目的の債券

  償却原価法(定額法)

 その他有価証券

  時価のあるもの

   連結決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

①有価証券

 満期保有目的の債券

同左

 その他有価証券

  時価のあるもの
同左

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

  時価のないもの

同左

②デリバティブ

  時価法

②デリバティブ
同左

③たな卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法

③たな卸資産

未成工事支出金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

材料貯蔵品

 移動平均法による原価法

商品及び製品、材料貯蔵品

移動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）

(会計方針の変更）

当連結会計年度より「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、移動平均法に

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

軽微であります。

 (2) 重要な減価償却資

産の減価償却の方

法

①有形固定資産

 当社及び国内連結子会社は主として定

率法を採用しており、耐用年数及び残

存価額については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっておりま

す。なお、在外連結子会社については

定額法を採用しております。

(会計方針の変更)

  当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、

平成19年４月１日以降取得した有形固

定資産について、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。 

これによる営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益に与える影響は

軽微であります。

(追加情報)

 当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間で均等償却し、減価償却費

に計上しております。 

これにより従来の方法に比べ営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益はそれぞれ24百万円減少しており

ます。 

 なお、セグメント情報に与える影響

額は、事業の種類別セグメント情報に

記載しております。

①有形固定資産（リース資産を除く）

 当社及び国内連結子会社は主として定

率法を採用しており、耐用年数及び残

存価額については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっておりま

す。なお、在外連結子会社については

定額法を採用しております。

――――― 

  

 

  

 

  

 

  

 

―――――

 

②無形固定資産 

定額法 

 なお、耐用年数については主として

法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。また、自社利用の

ソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）
同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――

 

③リース資産

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。

（会計方針の変更）

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をよっており

ましたが、当連結会計年度より、「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））を適

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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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計

上基準

①貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等に

ついては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

②役員賞与引当金

 役員に対して支給する賞与の支出に備

えるため、支給見込額に基づいて計上

しております。

②役員賞与引当金
同左

③完成工事補償引当金

 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備え

るため、当連結会計年度の完成工事高

に対する将来の見積補償額に基づいて

計上しております。

③完成工事補償引当金

同左

④工事損失引当金

 当連結会計年度末手持工事のうち損失

の発生が合理的に見込まれるものにつ

いて将来の損失に備えるため、その損

失見込額を計上しております。

④工事損失引当金

同左

⑤退職給付引当金

 従業員及び執行役員の退職給付に備え

るため、従業員については当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額、また執行役員について

は内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。

 数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)による

定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理し

ております。

 なお、一部の国内連結子会社は簡便法

によっております。

⑤退職給付引当金
同左

 

 

⑥役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

⑥役員退職慰労引当金

同左

高砂熱学工業㈱（1969）平成21年３月期決算短信

－ 25 －



 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (4) 重要な外貨建の資

産又は負債の本邦

通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外連結子会社の資産・負

債及び収益・費用は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における「評価・換算差

額等」の「為替換算調整勘定」及び

「少数株主持分」に含めて計上してお

ります。

同左

 (5) 重要なリース取引

の処理方法

 当社及び国内連結子会社はリース物件

の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・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によってお

り、在外連結子会社については、通常

の売買取引に準じた会計処理によって

おります。

―――――

 (6) 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

―――――

 

当連結会計年度より、「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。

 (7) その他連結財務諸

表作成のための重

要な事項

①完成工事高の計上基準

 当社は工事完成基準によっており、在

外連結子会社は工事進行基準によって

おります。

①完成工事高の計上基準

同左

②消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

②消費税等の会計処理
同左

５ 連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項

全面時価評価法によっておりますが、該

当する連結子会社はありません。

全面時価評価法によっております。

６ のれん及び負ののれ

んの償却に関する事

項

のれんの償却については、その効果が発

現すると見積もられる期間で償却し、そ

の金額が僅少なものについては発生年度

に全額償却しております。

同左

７ 連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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（表示方法の変更）

前連結会計年度
（自  平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において流動負債「その他」に含めて

表示していた「未払金」については、より明瞭に表示

するため当連結会計年度より区分掲記することに変更

しております。なお、前連結会計年度の流動負債「そ

の他」に含まれている「未払金」は、1,056百万円であ

ります。

―――――
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

 

―――――

 
  
 
  
 
  
 
  
 

※２ このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は、次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 564百万円

 

 

※１ 未成工事支出金等に属する資産の科目及びその金

額は次のとおりであります。

未成工事支出金 30,628百万円

商品及び製品 439

仕掛品 14

材料貯蔵品 320

計 31,403

※２ このうち非連結子会社及び関連会社に対する金額

は、次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 406百万円

 

※３ 下記の資産は、仕入債務を担保するために質権設

定に供しております。

現金預金(定期預金) 28百万円
 

※３ 下記の資産は、仕入債務を担保するために質権設

定に供しております。

現金預金(定期預金) 28百万円

 

 ４ 保証債務

   連結会社以外の会社の銀行借入金等に対して保証

を行っております。

高砂熱学工業(香港)有限公司 993百万円
T.T.E.エンジニアリング 
(マレーシア)Sdn.Bhd.

95

計 1,089

 

 

 ４ 保証債務

   下記の関係会社の金融機関からの借入債務に対

し、債務保証を行っております。

高砂熱学工業(香港)有限公司 213百万円

   下記の関係会社の工事請負に係る金融機関の工事

履行保証に対し、債務保証を行っております。

高砂熱学工業(香港)有限公司 463百万円
T.T.E.エンジニアリング
(マレーシア)Sdn.Bhd.

4

計 467

５ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引金融機関７行と貸出コミットメント契約

を締結しております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 8,000百万円

借入実行残高   ─百万円

差引額  8,000百万円

５ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引金融機関６行と貸出コミットメント契約

を締結しております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 5,000百万円

借入実行残高   ─百万円

差引額 5,000百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 研究開発費

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、825百万円であります。

※１ 研究開発費

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、923百万円であります。

―――――

 

※２ 前期損益修正益

貸倒引当金戻入益 13百万円

役員退職慰労引当金戻入益 24

計 38

 

※３ 固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 2百万円

工具器具・備品 0

土地 4

計 6

―――――

―――――

 

※４ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 0百万円

土地 4

計 5

 

※５ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 168百万円

機械装置及び運搬具 3

工具器具・備品 6

計 178

 

※５ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 128百万円

機械装置及び運搬具 0

工具器具・備品 4

その他 0

計 134

 

※６ 減損損失

   当社グループは、事業資産については管理会計上

の区分ごとに、賃貸目的で使用されている資産及

び将来の用途が定まっていない遊休資産について

は個別物件ごとにグルーピングしております。

用途 種類 場所

賃貸用資産 土地及び建物 愛知県名古屋市

   当連結会計年度において著しく時価が下落してい

る資産については、近い将来の時価の回復が見込

まれなかったため帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失18百万円(建物４百

万円、土地13百万円)として特別損失に計上して

おります。 

なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額

(売買事例に基づく売却時価)を採用しておりま

す。

―――――

   

――――― ※７ 貸倒引当金繰入額

   当社元従業員の不正取引による回収不能見込額で

あります。

※８ 非連結子会社整理損

   平成20年１月24日開催の取締役会において解散決

議し、清算手続きに入ったタカサゴフィリピン

Inc.に対する営業債権の貸倒損失237百万円であ

ります。

―――――
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(注)株式数の増加 33,438株は、単元未満株式の買取によるものであります。  

  

  

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 85,765,768 ─ ─ 85,765,768

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,098,933 33,438 ─ 3,132,371

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年6月28日 
定時株主総会

普通株式 826百万円 10円00銭 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年11月15日
取締役会

普通株式 826百万円 10円00銭 平成19年9月30日 平成19年12月11日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,239百万円 15円00銭 平成20年3月31日 平成20年6月30日
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(注)株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。  

取締役会決議に基づく市場買付による増加           2,000,000株 

単元未満株式の買取りによる増加                 40,742株 

持分法適用会社の連結子会社化に伴う相手先持分取得による増加       605株 

減少数の内訳は次のとおりであります。 

連結子会社の売却による減少                                  1,100株 

  

 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 85,765,768 ─ ─ 85,765,768

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,132,371 2,041,347 1,100 5,172,618

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会

普通株式 1,239百万円 15円00銭 平成20年3月31日 平成20年6月30日

平成20年11月13日
取締役会

普通株式 1,032百万円 12円50銭 平成20年9月30日 平成20年12月11日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年6月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,007百万円 12円50銭 平成21年3月31日 平成21年6月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金預金勘定 26,573百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,799

現金及び現金同等物 24,773

※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金預金勘定 24,169百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,410

現金及び現金同等物 22,759
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(注) １ 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 配賦不能営業費用及び全社資産 

該当事項はありません。 

３ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却の方法 ①有形固定資産 (追加情報)」に記載のとおり、当連結会計年度から平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間で均等

償却し、減価償却費に計上しております。        

これに伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は「設備工事事業」が17百万

円、「設備機器の製造・販売事業」が６百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

237,030 6,181 164 243,376 ― 243,376

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 791 58 849 (849) ―

計 237,030 6,973 223 244,226 (849) 243,376

  営業費用 232,041 6,323 144 238,508 (978) 237,530

  営業利益 4,989 649 78 5,717 128 5,846

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的 
  支出

  資産 202,216 7,036 965 210,218 (766) 209,452

  減価償却費 385 139 13 538 ― 538

  減損損失 18 ― ― 18 ― 18

  資本的支出 1,106 320 2 1,430 ― 1,430
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(注) １ 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 配賦不能営業費用及び全社資産 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

207,244 6,804 166 214,215 ― 214,215

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 694 61 756 (756) ―

計 207,244 7,499 228 214,971 (756) 214,215

  営業費用 200,390 6,790 147 207,328 (793) 206,534

  営業利益 6,853 709 80 7,643 37 7,681

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 189,812 7,060 941 197,814 (934) 196,879

  減価償却費 473 208 12 695 ― 695

  資本的支出 695 112 1 809 ― 809
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全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％

を超えているため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％

を超えているため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。 

  

前連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づき、海外

売上高の記載を省略しております。 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づき、海外

売上高の記載を省略しております。 

  

  

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)

当連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

３ 海外売上高

当連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 投資有価証券評価損 594百万円

 その他有価証券評価差額金 801

 ゴルフ会員権評価損 411

 ソフトウェア開発費 301

 未払事業税 189

 完成工事補償引当金 190

 工事損失引当金 279

 退職給付引当金 1,604

 役員退職慰労引当金 237

 その他 775

繰延税金資産小計 5,387

評価性引当額 △1,043

繰延税金資産合計 4,343

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △4,189百万円

 退職給付信託設定益 △464

繰延税金負債合計 △4,653

繰延税金負債の純額 △310

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金 181百万円

投資有価証券評価損 440

その他有価証券評価差額金 1,184

ゴルフ会員権評価損 389

ソフトウェア開発費 343

未払事業税 175

完成工事補償引当金 188

工事損失引当金 243

退職給付引当金 1,507

役員退職慰労引当金 207

その他 742

繰延税金資産小計 5,604

評価性引当額 △999

繰延税金資産合計 4,604

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,292百万円

退職給付信託設定益 △464

繰延税金負債合計 △1,757

繰延税金資産の純額 2,847

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

 永久に損金に算入されない項目 7.6

 永久に益金に算入されない項目 △3.4

 評価性引当額 1.9

 住民税均等割等 1.8

 その他 △2.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.1

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

永久に損金に算入されない項目 7.1

永久に益金に算入されない項目 △3.2

評価性引当額 △1.5

住民税均等割等 1.7

受取配当金連結消去に伴う影響額 2.1

国内より税率の低い在外連結子会社の
損失

1.8

その他 1.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.5
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(注)1 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について338百万円減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損処理にあたっては、個々の銘柄毎の時価が取得原価に対して50％以上下落した場合は

著しく下落したものとして行っており、下落率が30～50％の場合には当連結会計年度における時価水準を把

握し、回復可能性を検討した上で行っております。 

    2 債券その他の中には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、その評価差

額360百万円は連結損益計算書の営業外費用に「有価証券評価損」として計上しております。 

  

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成20年３月31日)

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表

計上額 
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 時価が連結貸借対照表 

  計上額を超えるもの

①国債・地方債等 499 511 11

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

 小計 499 511 11

(2) 時価が連結貸借対照表 

  計上額を超えないもの

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

 小計 ― ― ―

合計 499 511 11

２ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表 
計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 連結貸借対照表計上額が 

  取得原価を超えるもの

①株式 13,056 23,961 10,905

②債券

 国債・地方債等 ― ― ―

 社債  ― ― ―

 その他 ― ― ―

③その他 ― ― ―

 小計 13,056 23,961 10,905

(2) 連結貸借対照表計上額が 

  取得原価を超えないもの

①株式 (注)1  9,870 7,969 △1,901

②債券

 国債・地方債等 ― ― ―

 社債 399 396 △3

 その他  (注)2  1,339 1,293 △45

③その他 303 277 △25

 小計 11,912 9,937 △1,975

合計 24,968 33,899 8,930
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３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

1,351 228 1

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容

(1) その他有価証券

連結貸借対照表計上額
(百万円)

非上場株式 1,018

非上場優先出資証券 1,000

非上場債券 1

その他 1

合計 2,021

５ その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

(1) 債券

  ①国債・地方債等 ― 499 ― ―

  ②社債 0 396 1 ―

  ③その他 ― ― ― 1,293

(2) その他 ― 77 ― ―

合計 0 973 1 1,293
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(注)1 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について2,413百万円減損処理を行っておりま

す。なお、当該株式の減損処理にあたっては、個々の銘柄毎の時価が取得原価に対して50％以上下落した場

合は著しく下落したものとして行っており、下落率が30～50％の場合には当連結会計年度における時価水準

を把握し、回復可能性を検討した上で行っております。 

    2 債券その他の中には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、その評価差

額171百万円は連結損益計算書の営業外費用に「有価証券評価損」として計上しております。 

  

当連結会計年度(平成21年３月31日)

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表

計上額 
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 時価が連結貸借対照表 

  計上額を超えるもの

①国債・地方債等 499 506 6

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

 小計 499 506 6

(2) 時価が連結貸借対照表 

  計上額を超えないもの

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

 小計 ― ― ―

合計 499 506 6

２ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表 
計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 連結貸借対照表計上額が 

  取得原価を超えるもの

①株式 8,133 11,678 3,545

②債券

 国債・地方債等 ― ― ―

 社債 ― ― ―

 その他 ― ― ―

③その他 ― ― ―

 小計 8,133 11,678 3,545

(2) 連結貸借対照表計上額が 

  取得原価を超えないもの

①株式 (注)1  12,172 9,396 △2,775

②債券

 国債・地方債等 ― ― ―

 社債 399 331 △68

 その他 (注)2   1,167 1,134 △32

③その他 (注)1     245 205 △40

 小計 13,985 11,067 △2,918

合計 22,118 22,746 627
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３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

930 451 ―

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容

(1) その他有価証券

連結貸借対照表計上額
(百万円)

非上場株式 1,051

非上場優先出資証券 ―

非上場債券 1

その他 ―

合計 1,052

５ その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

(1) 債券

  ①国債・地方債等 499 ― ― ―

  ②社債 ― 331 1 ―

  ③その他 ― ― ― 1,134

(2) その他 ― 47 ― ―

合計 499 378 1 1,134
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(注) １ 組込デリバティブについては、時価の測定を合理的に区分して測定できないため、当該複合金融商品全体

を時価評価し、その評価差額を損益に計上しております。 

２ 契約額等は、当該複合金融商品の取得価格を表示しており、時価については取引金融機関より提示された

ものによっております。 

  

当連結会計年度（自平成20年４月1日 至平成21年３月31日） 

 
(注) １ 組込デリバティブについては、時価の測定を合理的に区分して測定できないため、当該複合金融商品全体

を時価評価し、その評価差額を損益に計上しております。 

２ 契約額等は、当該複合金融商品の取得価格を表示しており、時価については取引金融機関より提示された

ものによっております。 

(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

  至 平成20年３月31日)  至 平成21年３月31日)

(1) 取引の内容及び利用目的等 当社が利用しているデリバティブ取引

は、資金運用の一環として購入した債券

に含まれている組込デリバティブ取引で

あります。

同左

(2) 取引に対する取組方針 デリバティブ取引は、資金運用を目的と

しており、投機的な取引は行わない方針

であります。

同左

(3) 取引に係るリスクの内容 組込デリバティブ取引は、為替相場の変

動によるリスクを有しております。これ

ら取引の契約先は信用度の高い国内の銀

行であるため、相手先の契約不履行によ

る信用リスクはほとんどないものと判断

しております。

同左

(4) 取引に係るリスク管理体制 組込デリバティブ取引の実行及び管理に

ついては、資金運用方針に従い、一定の

限度内で経理本部経理部において行って

おり、経理本部長の決裁に基づき、取引

状況は定期的に取締役会に報告しており

ます。

組込デリバティブ取引の実行及び管理に

ついては、取引権限を定めた社内規程に

従って経理本部経理部において行ってお

り、取引状況は定期的に取締役会に報告

しております。

(5) その他 連結子会社はデリバティブ取引は行って

おりません。

同左

２ 取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自平成19年４月1日 至平成20年３月31日）

種類

当連結会計年度末(平成20年３月31日現在)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引以外の取引 
  複合金融商品(投資有価証券） 1,100 739 △360

合計 1,100 739 △360

種類

当連結会計年度末(平成21年３月31日現在)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引以外の取引 
  複合金融商品(投資有価証券） 1,100 568 △531

合計 1,100 568 △531
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前連結会計年度 

  

 
  

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は退職一時金制度に加え、規約型確定給付企業年金と確定拠出年金を組み合わせた退職給付制度を採用

し、退職一時金制度の一部には、退職給付信託を設定しております。

  一部の国内連結子会社は、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けております。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日)

(1) 退職給付債務 (注)２ △16,964百万円

(2) 年金資産 12,060

(3) 未積立退職給付債務((1)＋(2)) △4,903

(4) 未認識数理計算上の差異 2,209

(5) 未認識過去勤務債務 ―

(6) 連結貸借対照表計上額純額((3)＋(4)＋(5)) △2,694

(7) 前払年金費用 112

(8) 退職給付引当金((6)－(7)) △2,807

  (注)１ 一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。

      ２ 「(1)退職給付債務」には、執行役員退職慰労金の期末要支給額203百万円を含んでおります。

 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

(1) 勤務費用 (注)１、２ 619百万円

(2) 利息費用 409

(3) 期待運用収益 △419

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 96

(5) 過去勤務債務の費用処理額 ―

(6) 退職給付費用((1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)) 706

(7) その他 (注)３ 222

  計 928

  (注)１ 簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。

２ 「(1)勤務費用」は、執行役員分33百万円を含んでおります。

３ 「(7)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率 2.5％

(3) 期待運用収益率 3.0％

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 ―――――

(5) 数理計算上の差異の処理年数 10年(各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理しております。)
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当連結会計年度 

  

 
  

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は退職一時金制度に加え、規約型確定給付企業年金と確定拠出年金を組み合わせた退職給付制度を採用

し、退職一時金制度の一部には、退職給付信託を設定しております。

  一部の国内連結子会社は、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けております。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日)

(1) 退職給付債務 (注)２ △17,144百万円

(2) 年金資産 9,929

(3) 未積立退職給付債務((1)＋(2)) △7,214

(4) 未認識数理計算上の差異 4,775

(5) 未認識過去勤務債務 ―

(6) 連結貸借対照表計上額純額((3)＋(4)＋(5)) △2,438

(7) 前払年金費用 641

(8) 退職給付引当金((6)－(7)) △3,079

  (注)１ 国内連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。

      ２ 「(1)退職給付債務」には、執行役員退職慰労金の期末要支給額236百万円を含んでおります。

 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

(1) 勤務費用 (注)１、２ 594百万円

(2) 利息費用 405

(3) 期待運用収益 △361

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 406

(5) 過去勤務債務の費用処理額 ―

(6) 退職給付費用((1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)) 1,044

(7) その他 (注)３ 215

  計 1,260

  (注)１ 簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。

２ 「(1)勤務費用」は、執行役員分31百万円を含んでおります。

３ 「(7)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率 2.5％

(3) 期待運用収益率 3.0％

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 ―――――

(5) 数理計算上の差異の処理年数 10年(各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理しております。)
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(注) １ 潜在株式調整後の１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

３ １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

  

       該当事項はありません。 

  

  

 リース取引関係及び企業結合等関係については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため、開示を省略しております。 

 また、関連当事者との取引、ストック・オプション等については、該当事項がないため、開示を

省略しております。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,062円01銭 １株当たり純資産額 1,004円87銭

１株当たり当期純利益 36円03銭 １株当たり当期純利益 34円27銭

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計 (百万円) 88,078 81,218

純資産の部の合計から控除する 
金額

(百万円) 320 232

(うち少数株主持分） (百万円) (320) (232)

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 87,757 80,985

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた期末の普通株式の数

(株) 82,633,397 80,593,150

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益 (百万円) 2,978 2,805

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 2,978 2,805

普通株式の期中平均株式数 (株) 82,646,809 81,856,715

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表 

(単位：百万円) 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

資産の部 

流動資産 

現金預金 22,657 20,834 

受取手形 6,420 2,764 

完成工事未収入金 89,521 80,418 

有価証券 0 499 

未成工事支出金 17,494 30,559 

材料貯蔵品 105 87 

前払費用 70 59 

繰延税金資産 833 810 

未収入金 2,294 2,398 

立替金 2,316 1,482 

その他 699 1,052 

貸倒引当金 △100 △87 

流動資産合計 142,315 140,880 

固定資産 

有形固定資産 

建物 6,588 6,670 

減価償却累計額 △3,935 △4,127 

建物（純額） 2,652 2,542 

構築物 318 315 

減価償却累計額 △232 △242 

構築物（純額） 85 72 

機械及び装置 35 35 

減価償却累計額 △30 △31 

機械及び装置（純額） 4 3 

車両運搬具 10 10 

減価償却累計額 △8 △9 

車両運搬具（純額） 2 1 

工具器具・備品 2,121 2,134 

減価償却累計額 △1,191 △1,203 

工具器具・備品（純額） 930 930 

土地 1,653 1,641 

建設仮勘定 39 51 

有形固定資産合計 5,367 5,245 

無形固定資産 

ソフトウエア 331 681 

電話加入権 94 94 

その他 0 1 

無形固定資産合計 426 776 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

投資その他の資産 

投資有価証券 36,323 23,744 

関係会社株式 1,784 2,229 

出資金 1 1 

長期貸付金 126 109 

破産更生債権等 44 400 

長期前払費用 127 95 

前払年金費用 112 641 

繰延税金資産 － 1,554 

差入保証金 2,698 2,678 

保険積立金 4,431 4,156 

長期預金 2,300 2,300 

その他 183 172 

貸倒引当金 △50 △410 

投資その他の資産合計 48,082 37,672 

固定資産合計 53,876 43,694 

資産合計 196,192 184,575 

負債の部 

流動負債 

支払手形 ※3 33,668 13,632 

工事未払金 47,961 40,416 

短期借入金 4,144 3,286 

リース債務 － 0 

未払金 ※3 8,324 25,790 

未払費用 3,027 3,087 

未払法人税等 1,276 1,405 

未成工事受入金 7,456 15,815 

預り金 2,796 1,015 

役員賞与引当金 78 75 

完成工事補償引当金 400 399 

工事損失引当金 689 579 

流動負債合計 109,824 105,503 

固定負債 

長期借入金 36 220 

リース債務 － 4 

繰延税金負債 1,522 － 

退職給付引当金 2,262 2,243 

役員退職慰労引当金 559 433 

その他 14 5 

固定負債合計 4,394 2,906 

負債合計 114,219 108,409 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21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 

資本準備金 12,853 12,853 

資本剰余金合計 12,853 12,853 

利益剰余金 

利益準備金 3,283 3,283 

その他利益剰余金 

配当平均積立金 656 656 

退職給与積立金 940 940 

別途積立金 42,878 42,878 

繰越利益剰余金 5,030 6,043 

利益剰余金合計 52,788 53,802 

自己株式 △2,334 △4,148 

株主資本合計 76,442 75,642 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 5,530 523 

評価・換算差額等合計 5,530 523 

純資産合計 81,973 76,165 

負債純資産合計 196,192 184,575 
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円) 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

完成工事高 216,446 192,647 

完成工事原価 ※2 199,342 ※2 172,315 

完成工事総利益 17,103 20,331 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 454 435 

役員賞与引当金繰入額 78 69 

従業員給料手当 4,159 4,235 

役員退職慰労金 12 9 

役員退職慰労引当金繰入額 27 24 

退職給付費用 283 370 

法定福利費 601 629 

福利厚生費 247 268 

修繕維持費 158 146 

事務用品費 1,427 1,484 

通信交通費 638 720 

動力用水光熱費 113 118 

調査研究費 421 430 

広告宣伝費 280 289 

貸倒引当金繰入額 56 7 

交際費 360 372 

寄付金 111 109 

地代家賃 2,016 2,041 

減価償却費 205 296 

租税公課 273 281 

保険料 245 232 

雑費 529 558 

販売費及び一般管理費合計 ※2 12,702 ※2 13,132 

営業利益 4,400 7,199 

営業外収益 

受取利息 ※1 137 ※1 58 

有価証券利息 88 88 

受取配当金 ※1 948 ※1 818 

受取保険金 81 77 

保険配当金 154 131 

不動産賃貸料 ※1 124 ※1 101 

その他 60 97 

営業外収益合計 1,595 1,373 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

営業外費用 

支払利息 116 91 

支払手数料 67 71 

為替差損 226 62 

有価証券評価損 360 171 

その他 65 68 

営業外費用合計 836 465 

経常利益 5,159 8,107 

特別利益 

前期損益修正益 － ※3 38 

固定資産売却益 ※4 6 － 

投資有価証券売却益 228 451 

償却債権取立益 38 24 

特別利益合計 273 514 

特別損失 

固定資産除却損 ※5 170 ※5 131 

減損損失 ※6 18 － 

投資有価証券評価損 348 2,406 

子会社整理損 ※7 237 － 

投資有価証券売却損 1 － 

ゴルフ会員権等退会損 6 10 

貸倒引当金繰入額 － ※8 324 

その他 50 37 

特別損失合計 833 2,909 

税引前当期純利益 4,599 5,712 

法人税、住民税及び事業税 1,711 2,022 

過年度法人税等 － 190 

法人税等調整額 344 213 

法人税等合計 2,056 2,426 

当期純利益 2,543 3,285 
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円) 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

株主資本 

資本金 

前期末残高 13,134 13,134 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 13,134 13,134 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 12,853 12,853 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,853 12,853 

資本剰余金合計 

前期末残高 12,853 12,853 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,853 12,853 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 3,283 3,283 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,283 3,283 

その他利益剰余金 

配当平均積立金 

前期末残高 656 656 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 656 656 

退職給与積立金 

前期末残高 940 940 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 940 940 

別途積立金 

前期末残高 42,878 42,878 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 42,878 42,878 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

繰越利益剰余金 

前期末残高 4,139 5,030 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,653 △2,272 

当期純利益 2,543 3,285 

当期変動額合計 890 1,013 

当期末残高 5,030 6,043 

利益剰余金合計 

前期末残高 51,898 52,788 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,653 △2,272 

当期純利益 2,543 3,285 

当期変動額合計 890 1,013 

当期末残高 52,788 53,802 

自己株式 

前期末残高 △2,296 △2,334 

当期変動額 

自己株式の取得 △38 △1,814 

当期変動額合計 △38 △1,814 

当期末残高 △2,334 △4,148 

株主資本合計 

前期末残高 75,590 76,442 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,653 △2,272 

当期純利益 2,543 3,285 

自己株式の取得 △38 △1,814 

当期変動額合計 852 △800 

当期末残高 76,442 75,642 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 13,458 5,530 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△7,928 △5,007 

当期変動額合計 △7,928 △5,007 

当期末残高 5,530 523 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △0 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

0 － 

当期変動額合計 0 － 

当期末残高 － － 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 13,458 5,530 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△7,927 △5,007 

当期変動額合計 △7,927 △5,007 

当期末残高 5,530 523 

純資産合計 

前期末残高 89,048 81,973 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,653 △2,272 

当期純利益 2,543 3,285 

自己株式の取得 △38 △1,814 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,927 △5,007 

当期変動額合計 △7,075 △5,807 

当期末残高 81,973 76,165 
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該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法

(1) 満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法)

(1) 満期保有目的の債券

同左

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(3) その他有価証券

 ①時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)

(3) その他有価証券

 ①時価のあるもの
同左

 ②時価のないもの

  移動平均法による原価法

 ②時価のないもの

同左

２ デリバティブ等の評価基準

及び評価方法

デリバティブ

  時価法

デリバティブ

同左

３ たな卸資産の評価基準及び

評価方法

(1) 未成工事支出金 
個別法による原価法

(1) 未成工事支出金

同左

(2) 材料貯蔵品
移動平均法による原価法

(2) 材料貯蔵品

移動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）

（会計方針の変更）
当事業年度より「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、移動平均

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

える影響は軽微であります。

４ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

  定率法

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

 

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年

度より、平成19年４月１日以降取

得した有形固定資産について、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。 

これによる営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に与える影響

は軽微であります。

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

  定率法

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

――――――
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間で均等償却し、減価償却費

に計上しております。 

これにより従来の方法に比べ営業

利益、経常利益及び税引前当期純

利益はそれぞれ17百万円減少して

おります。

――――――

(2) 無形固定資産

  定額法

なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準

によっております。また、自社利

用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっております

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）
同左

――――――

 

(3) リース資産

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。

（会計方針の変更）
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、当事業年

度より、「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））を適用しておりま

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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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

５ 外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

同左

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出

に備えるため、支給見込額に基づ

いて計上しております。

(2) 役員賞与引当金
同左

(3) 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に

備えるため、当事業年度の完成工

事高に対する将来の見積補償額に

基づいて計上しております。

(3) 完成工事補償引当金

同左

(4) 工事損失引当金

当事業年度末手持工事のうち損失

の発生が合理的に見込まれるもの

について将来の損失に備えるた

め、その損失見込額を計上してお

ります。

(4) 工事損失引当金

同左

(5) 退職給付引当金

従業員及び執行役員の退職給付に

備えるため、従業員については当

事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額、また執行

役員については内規に基づく期末

要支給額を計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数(10年)

による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

(5) 退職給付引当金

同左

(6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備える

ため内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(6) 役員退職慰労引当金

同左

７ 完成工事高の計上基準 完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっております。

同左

８ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

――――――
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

９ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

 １ 保証債務

   下記の会社の銀行借入金等に対して保証を行って

おります。

 高砂熱学工業(香港)有限公司 993百万円

 タイタカサゴ CO.,LTD. 100

 T.T.E.エンジニアリング 

 (マレーシア)Sdn.Bhd.
95

 タカサゴシンガポールPte.Ltd. 65

 高砂建築工程(北京)有限公司 57

 計 1,312

 

 

１ 保証債務

   下記の関係会社の金融機関からの借入債務に対し、

債務保証を行っております。

 高砂熱学工業(香港)有限公司 213百万円

   下記の関係会社の工事請負に係る金融機関の工事履

行保証に対し、債務保証を行っております。

 高砂熱学工業(香港)有限公司 463百万円

 T.T.E.エンジニアリング 

 (マレーシア)Sdn.Bhd.
4

 タカサゴシンガポールPte.Ltd. 161

 計 629

２ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引金融機関７行と貸出コミットメント契約

を締結しております。 

当事業年度末における貸出コミットメントに係る

借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 8,000百万円

借入実行残高 ─百万円

差引額 8,000百万円

２ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引金融機関６行と貸出コミットメント契約

を締結しております。 

当事業年度末における貸出コミットメントに係る

借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 5,000百万円

借入実行残高 ─百万円

差引額 5,000百万円

※３ 仕入等代金支払方法の変更 

当事業年度より、一部の仕入先への支払方法を手

形払から一括支払信託方式に変更しました。これ

により従来の方式によった場合に比べ、支払手形

が7,036百万円減少し、未払金が同額増加しており

ます。 
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 関係会社との取引

受取利息 0百万円

受取配当金 446

不動産賃貸料 100

※１ 関係会社との取引

受取利息 0百万円

受取配当金 304

不動産賃貸料 100

※２ 研究開発費

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額は709百万円であります。

※２ 研究開発費

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額は838百万円であります。

――――――

 

※３ 前期損益修正益

貸倒引当金戻入益 13百万円

役員退職慰労引当金戻入益 24

計 38

※４ 固定資産売却益

建物 2百万円

土地 4

計 6

――――――

※５ 固定資産除却損の内訳

建物 163百万円

構築物 1

工具器具・備品 5

計 170

※５ 固定資産除却損の内訳

建物 127百万円

構築物 1

工具器具・備品 3

計 131

 

※６ 減損損失 

当社は、事業資産については管理会計上の区分ご

とに、賃貸目的で使用されている資産及び将来の

用途が定まっていない遊休資産については個別物

件ごとにグルーピングしております。

用途 種類 場所

賃貸用資産 土地及び建物 愛知県名古屋市

   当事業年度において著しく時価が下落している資

産については、近い将来の時価の回復が見込まれ

なかったため帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失18百万円(建物４百万

円、土地13百万円)として特別損失に計上しており

ます。 

なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額

(売買事例に基づく売却時価)を採用しておりま

す。

――――――

   

※７ 子会社整理損 

平成20年１月24日開催の取締役会において解散決

議し、清算手続きに入ったタカサゴフィリピン

Inc.に対する営業債権の貸倒損失237百万円であり

ます。

――――――

―――――― ※８ 貸倒引当金繰入額

   当社元従業員の不正取引による回収不能見込額であ

ります。
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（注）株式数の増加 33,438株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

   

（注）株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

 取締役会決議に基づく市場買付による増加    2,000,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加            40,742株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 3,098,438 33,438 ― 3,131,876

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 3,131,876 2,040,742 ─ 5,172,618

高砂熱学工業㈱（1969）平成21年３月期決算短信

－ 60 －



  

 
  

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 投資有価証券評価損 594百万円

 その他有価証券評価差額金 800

 ゴルフ会員権評価損 411

 ソフトウェア開発費 301

 未払事業税 167

 完成工事補償引当金 162

 工事損失引当金 279

 退職給付引当金 1,385

 役員退職慰労引当金 226

 その他 669

繰延税金資産小計 4,998

評価性引当額 △1,043

繰延税金資産合計 3,955

 繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △4,180百万円

 退職給付信託設定益 △464

繰延税金負債合計 △4,644

繰延税金負債の純額 △688

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金 180百万円

投資有価証券評価損 440

その他有価証券評価差額金 1,180

ゴルフ会員権評価損 389

ソフトウェア開発費 340

未払事業税 150

完成工事補償引当金 162

工事損失引当金 235

退職給付引当金 1,162

役員退職慰労引当金 176

その他 579

繰延税金資産小計 4,997

評価性引当額 △875

繰延税金資産合計 4,121

 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,292百万円

退職給付信託設定益 △464

繰延税金負債合計 △1,757

繰延税金資産の純額 2,364

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

 永久に損金に算入されない項目 8.9

 永久に益金に算入されない項目 △4.1

 評価性引当額 2.3

 住民税均等割等 2.1

 その他 △5.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

額との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため、当該差異の原因となった主な項目別の内

訳の記載を省略しております。
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(注) １ 潜在株式調整後の１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

３ １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

  

  

   該当事項はありません。 

  

  

  
 リース取引関係については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開

示を省略しております。 

 また、有価証券関係については、該当事項がないため開示を省略しております。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 992円01銭 １株当たり純資産額 945円06銭

１株当たり当期純利益 30円78銭 １株当たり当期純利益 40円14銭

前事業年度末
(平成20年３月31日)

当事業年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計 (百万円) 81,973 76,165

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 81,973 76,165

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた期末の普通株式の数

(株) 82,633,892 80,593,150

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益 (百万円) 2,543 3,285

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 2,543 3,285

普通株式の期中平均株式数 (株) 82,647,304 81,857,058

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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６．その他 

 

(1) 役員の異動（平成21年６月26日付予定） 

① 代表者の異動 

該当事項はありません。   

② その他役員の異動 

新任取締役候補 

該当事項はありません。 
 

 

新任監査役候補 

常 勤 監 査 役 石
いし

 井
い

 仲
なか

次
じ

郎
ろう

(現 執行役員総務本部人事部担当) 

退任予定取締役 

該当事項はありません。 
 

 

退任予定監査役 

常 勤 監 査 役 近
こん

 藤
どう

 富士夫
ふ じ お

 

補欠監査役候補 

豊
とよ

嶋
しま

 秀
ひで

直
なお

 (現 弁護士)  

(注) 補欠の社外監査役候補者であります。 
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(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.当連結会計年度より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、前連結会計年度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、当連結会計年度は「産業空調設備」は受注高が18,078百万円、売上高が11,838百万円増加

し、「一般空調設備」はそれぞれ同額減少しております。 

なお、前連結会計年度は従来の区分と比べ、「産業空調設備」は受注高が12,045百万円、売上高が7,064百万

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。 
  

 
(注)受注高、売上高及び次期繰越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) 受注及び販売の状況（連結）

①受注高

（単位：百万円、％)

前連結会計年度 当連結会計年度

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20年３月31日)  至 平成21年３月31日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 153,456 60.3 146,604 62.0 △6,852 △4.5

 設備工事事業 産業空調設備 94,618 37.2 82,648 34.9 △11,969 △12.7

計 248,075 97.5 229,252 96.9 △18,822 △7.6

 設備機器の製造・販売事業 6,204 2.4 7,223 3.0 1,019 16.4

 その他の事業 164 0.1 166 0.1 2 1.3

合  計 254,443 100.0 236,642 100.0 △17,800 △7.0

（うち海外） (22.160) (8.7) (9,808) (4.1) (△12,352) (△55.7)

②売上高

（単位：百万円、％)

前連結会計年度 当連結会計年度

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20年３月31日)  至 平成21年３月31日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 145,091 59.6 126,471 59.0 △18,619 △12.8

 設備工事事業 産業空調設備 91,939 37.8 80,758 37.7 △11,180 △12.2

計 237,030 97.4 207,230 96.7 △29,800 △12.6

 設備機器の製造・販売事業 6,181 2.5 6,818 3.2 636 10.3

 その他の事業 164 0.1 166 0.1 2 1.3

合  計 243,376 100.0 214,215 100.0 △29,161 △12.0

（うち海外） (19,992) (8.2) (11,400) (5.3) (△8,592) (△43.0)

③次期繰越高

（単位：百万円、％)

前連結会計年度末 当連結会計年度末

増減(△)額 増減(△)率(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 102,243 72.7 122,376 75.1 20,132 19.7

 設備工事事業 産業空調設備 36,344 25.9 38,234 23.4 1,889 5.2

計 138,588 98.6 160,610 98.5 22,022 15.9

 設備機器の製造・販売事業 1,982 1.4 2,387 1.5 404 20.4

 その他の事業 ― ― ― ― ― ―

合  計 140,571 100.0 162,998 100.0 22,427 16.0

（うち海外） (5,717) (4.1) (4,125) (2.5) (△1,591) (△27.8)
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 (注) 1.当事業年度より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、前事業年度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、当事業年度は「産業空調設備」は受注高が18,078百万円、売上高が11,838百万円増加し、

「一般空調設備」はそれぞれ同額減少しております。 

なお、前事業年度は従来の区分と比べ、「産業空調設備」は受注高が12,045百万円、売上高が7,064百万円増

加し、「一般空調設備」はそれぞれ同額減少しております。 

  

(3）受注及び販売の状況（個別）

①受注高

（単位：百万円、％)

前事業年度 当事業年度

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20年３月31日)  至平成21年３月31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 151,908 67.4 143,044 66.1 △8,863 △5.8

 産業空調設備 73,442 32.6 73,433 33.9 △9 △0.0

合  計 225,351 100.0 216,478 100.0 △8,873 △3.9

②売上高

（単位：百万円、％)

前事業年度 当事業年度

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20年３月31日)  至平成21年３月31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 143,543 66.3 123,221 64.0 △20,321 △14.2

 産業空調設備 72,902 33.7 69,425 36.0 △3,477 △4.8

合  計 216,446 100.0 192,647 100.0 △23,799 △11.0

③次期繰越高

（単位：百万円、％)

前事業年度末 当事業年度末

増減(△)額 増減(△)率(平成20年３月31日) (平成21年３月31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 102,243 76.9 122,067 77.8 19,823 19.4

 産業空調設備 30,766 23.1 34,773 22.2 4,007 13.0

合  計 133,010 100.0 156,841 100.0 23,831 17.9
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(4) 連結業績の推移（16年度～20年度実績、21年度予想） 

 

 

金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 （単位：百万円，％）

実  績 予  想 

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

年 度 

 

項 目 
対前年 

増減率 比率 

対前年 

増減率 比率 

対前年

増減率 比率 

対前年

増減率 比率 

対前年 

増減率 比率 

対前年

増減率 比率 

 204,127  193,556 217,482 243,376  214,215 245,000
売上高 

15.3 100.0 △5.2 100.0 12.4 100.0 11.9 100.0 △12.0 100.0 14.4 100.0

 13,476  17,828 21,165 22,293  24,795 
売上総利益 

△22.5 6.6 32.3 9.2 18.7 9.7 5.3 9.2 11.2 11.6 

 13,305  14,277 15,488 16,446  17,114 
販売費及び一般管理費 

△5.9 6.5 7.3 7.4 8.5 7.1 6.2 6.8 4.1 8.0 

 170  3,550 5,677 5,846  7,681 7,800
営業利益 

△94.7 0.1 ― 1.8 59.9 2.6 3.0 2.4 31.4 3.6 1.5 3.2

営業外収益  1,297  1,292 1,125 1,168  1,051 

営業外費用  325  269 253 835  571 

営業外損益  ＋972  ＋1,023 ＋872 ＋333  +479 

 1,143  4,573 6,549 6,180  8,161 8,700
経常利益 

△70.5 0.6 300.0 2.4 43.2 3.0 △5.6 2.5 32.1 3.8 6.6 3.6

特別利益  585  1,898 329 274  515 

特別損失  360  258 966 842  2,954 

特別損益  ＋225  ＋1,640 △637 △567  △2,439 

 1,369  6,214 5,911 5,612  5,721 税金等調整前当期

純利益 △65.4 0.7 353.9 3.2 △4.9 2.7 △5.1 2.3 2.0 2.7 

法人税、住民税 

及び事業税 
 1,260  1,954  2,498  2,284  2,755   

法人税等調整額  △354  1,490 107 304  138 

少数株主利益  ―  ― ― 45  22 

 463  2,769 3,305 2,978  2,805 4,800
当期純利益 

△76.7 0.2 498.0 1.4 19.3 1.5 △9.9 1.2 △5.8 1.3 71.1 2.0

      

 183,805  193,868 227,158 254,443  236,642 230,000
受注高 

△1.7  5.5 17.2 12.0 △7.0  △2.8

 119,517  119,828 129,504 140,571  162,998 147,998
次期繰越高 

△14.5  0.3 8.1 8.5 16.0  △9.2

  

  

 

高砂熱学工業㈱（1969）平成21年３月期決算短信

－ 66 －



 

(5) 個別業績の推移（16年度～20年度実績、21年度予想） 

 

 
金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 （単位：百万円、％）

実  績 予  想 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 

年 度 

 

 

項 目 

対前年 

増減率 
比率 

対前年 

増減率 
比率 

対前年

増減率
比率 

対前年

増減率
比率 

対前年 

増減率 
比率 

対前年

増減率
比率 

 196,123  180,375 197,306 216,446  192,647 225,000
売上高 

14.2 100.0 △8.0 100.0 9.4 100.0 9.7 100.0 △11.0 100.0 16.8 100.0

 10,275  13,448 16,103 17,103  20,331 
売上総利益 

△29.9 5.2 30.9 7.5 19.7 8.2 6.2 7.9 18.9 10.6 

 11,022  11,497 12,428 12,702  13,132 
販売費及び一般管理費 

△9.1 5.6 4.3 6.4 8.1 6.3 2.2 5.9 3.4 6.9 

 △747  1,950 3,675 4,400  7,199 7,300
営業利益(△損失) 

― △0.4 ― 1.1 88.4 1.9 19.7 2.0 63.6 3.7 1.4 3.2

営業外収益  1,763  1,613 1,559 1,595  1,373 

営業外費用  325  250 230 836  465 

営業外損益  ＋1,437  ＋1,363 ＋1,328 ＋758  +907 

 690  3,313 5,003 5,159  8,107 8,400
経常利益 

△78.9 0.4 380.1 1.8 51.0 2.5 3.1 2.4 57.1 4.2 3.6 3.7

特別利益  590  1,898 420 273  514 

特別損失  347  243 963 833  2,909 

特別損益  ＋242  ＋1,654 △542 △559  △2,394 

 932  4,968 4,460 4,599  5,712 
  税引前当期純利益 

△72.3 0.5 432.7 2.8 △10.2 2.2 3.1 2.1 24.2 3.0 

  法人税、住民税 
  及び事業税  901  1,396 1,830 1,711  2,213 

  法人税等調整額  △322  1,450 179 344  213 

 354  2,121 2,450 2,543  3,285 4,600
当期純利益 

△78.8 0.2 498.8 1.2 15.5 1.2 3.8 1.2 29.2 1.7 40.0 2.0

      

 175,418  176,515 207,726 225,351  216,478 210,000
受注高 

△3.6  0.6 17.7 8.5 △3.9  △3.0

 117,545  113,684 124,104 133,010  156,841 141,841
次期繰越高 

△15.0  △3.3 9.2 7.2 17.9  △9.6

  

 

 

以 上 
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