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 氏 名 石田 栄一 

問合せ先責任者 役職名 取締役常務執行役員
総務本部長 

 氏 名 木下悠紀治 
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（訂正）平成21年3月期決算短信の一部訂正に関するお知らせ 

 

 平成21年5月15日に公表いたしました「平成21年3月期決算短信」の記載事項の一部を、下記のとおり

訂正させていただきます。 

なお、訂正部分は下線で示しております。 

記 

１．訂正の理由 

セグメント間の内部売上高の相殺消去に伴い、記載事項の一部に誤りがあったため、3ページ   

および64ページの訂正を行うものであります。 

 

２. 訂正の内容 

3ページ 

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 

本文20行目から26行目 

【訂正前】 

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。 

【訂正後】 

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10.1％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。 
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64ページ 

(2)受注及び販売の状況（連結） 

  ②売上高 

【訂正前】 

            （単位：百万円、％)

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)

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

増減(△)額 増減(△)率

  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)

 

【訂正後】 

            （単位：百万円、％)

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)

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

増減(△)額 増減(△)率

  一般空調設備 145,091 59.6 126,485 59.0 △18,605 △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 97.4 207,244 96.7 △29,786 △12.6 

 設備機器の製造・販売事業 6,181 2.5 6,804 3.2 622 10.1 

 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)
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64ページ 

(2)受注及び販売の状況（連結） 

  ③次期繰越高 

【訂正前】 

            （単位：百万円、％)

前連結会計年度末 当連結会計年度末 
  

(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 

増減(△)額 増減(△)率

  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)

 

【訂正後】 

            （単位：百万円、％)

前連結会計年度末 当連結会計年度末 
  

(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 

増減(△)額 増減(△)率

  一般空調設備 102,243 72.7 122,362 75.1 20,118 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 98.6 160,596 98.5 22,008 15.9 

 設備機器の製造・販売事業 1,982 1.4 2,401 1.5 418 21.1 

 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)

 

以上 


