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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 34,129 15.9 △1,810 ― △1,414 ― △979 ―

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

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

22年3月期第1四半期 △12.15 ―

21年3月期第1四半期 △18.43 ―

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

22年3月期第1四半期 179,614 82,038 45.6 1,015.34
21年3月期 196,879 81,218 41.1 1,004.87

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  81,823百万円 21年3月期  80,985百万円

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

21年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

12.50 ― 12.50 25.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
（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 ― △2.48

通期 245,000 14.4 7,800 1.5 8,700 6.6 4,800 71.1 59.56
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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）  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．その他をご参照ください。 

(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．その他をご参照ください。 

(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 

 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。 

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） 22年3月期第1四半期 85,765,768株 21年3月期  85,765,768株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  5,178,341株 21年3月期  5,172,618株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 80,589,921株 21年3月期第1四半期 82,629,805株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響を受け、企業収益が減少す
るなか、企業の設備投資は抑制が続き、雇用・所得環境も悪化した結果、国内景気は厳しいまま推移いた
しました。 
 当社関連の空調業界におきましては、民間設備投資は大幅に減少するなど、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１四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。 
 なお、当第１四半期連結累計期間より、収益の計上基準を工事完成基準から工事進行基準に変更してお
ります。（変更に伴う影響額等につきましては、５ページ「４．その他」をご参照ください。） 

受注高は、前年同四半期を39.7％下回る485億円となりました。 
 一般空調設備は前年同四半期を34.8％下回る332億円、産業空調設備は前年同四半期を51.5％下回る133
億円となった結果、設備工事事業は前年同四半期を40.6％下回る465億円となりました。設備機器の製
造・販売事業は、前年同四半期を8.4％下回る19億円となりました。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68.4％、産業空調設備が27.5％、あわせた設備工事は95.9％、
設備機器が4.0％、その他が0.1％であります。 

売上高は、前年同四半期を15.9％上回る341億円となりました。 
 一般空調設備は前年同四半期を30.8％上回る231億円、産業空調設備は前年同四半期を7.3％下回る97億
円となった結果、設備工事事業は前年同四半期を16.6％上回る328億円となりました。設備機器の製造・
販売事業は、前年同四半期を0.2％下回る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67.8％、産業空調設備が28.6％、あわせた設備工事は96.4％、設備
機器が3.4％、その他が0.2％であります。 

当第１四半期連結累計期間の損益は、営業損失は18億10百万円、経常損失は14億14百万円、四半期純損
失は９億79百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の繰越高は、前年同四半期末を7.5％下回る1,774億円となりました。 

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） 
売上高は前年同四半期を16.6％上回る328億98百万円、営業損失は17億59百万円となりました。 

（設備機器の製造・販売事業） 
売上高は前年同四半期を1.1％上回る12億48百万円、営業損失は61百万円となりました。 

（その他の事業） 
売上高は前年同四半期を1.5％下回る70百万円、営業利益は33百万円となりました。 

  

 
  

【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

成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中する一方、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、利益は第４四半期連結会計期間に偏るなど業績に季節的変動があります。このた

め、第１四半期連結累計期間から第３四半期連結累計期間までは営業損失、経常損失及び四半期純損

失となる傾向にあります。
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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172億65百万円減少し、1,796億14百万円となりました。 
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180億

85百万円減少し、975億76百万円となりました。 
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一方、その他有価証券評価差額金が

増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて８億20百万円増加し、820億38百万円となりまし
た。 

  

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」は、前連結会計年度末に比べ32億30百
万円増加し、259億89百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、31億10百万円の収入（前年同四半期比＋62億63百万円）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等の増加を上回ったものの、売上
債権の減少が仕入債務の減少を上回った結果、工事収支が改善し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） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、１億44百万円の支出（前年同四半期比△10億02百万円）と

なりました。これは主に有形固定資産の取得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） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、１億82百万円の収入（前年同四半期比＋10億41百万円）と

なりました。これは主に、配当金の支払により減少したものの、短期借入金が増加したことによるも
のであります。 

  

今後の見通しにつきましては、世界景気の下振れが懸念されるなか、生産に持ち直しの兆しが見られる
ものの、国内景気の先行きは、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、

厳しい経営環境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、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績見通しにつきましては、平成21年５月15日付決算短

信において発表した予想数値を変更しておりません。 
  

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

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

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。 

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。 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に
対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税
率を使用する方法によって計算しております。 
 ただし、税金等調整前四半期純損失となった場合等には、法定実効税率を使用する方法によって計
算しております。 

  

請負工事に係る収益の計上基準について、従来、当社は工事完成基準を適用しておりましたが、
「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計
期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第１四半期連結会計期間末ま
での進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積
りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 
 これにより、従来の方法によった場合に比べて当第１四半期連結累計期間の売上高は25億18百万円
増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ3億51百万円減少しており
ます。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、11ページ「(５)セグメント情報」に記載しております。 

 （四半期連結損益計算書関係） 
前第１四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示していた「保険配当

金」（113百万円）は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間か
ら区分掲記しております。 
前第１四半期連結累計期間において区分掲記していた「投資有価証券売却益」（当第１四半期

連結累計期間２百万円）は、特別利益総額の100分の20以下となったため、当第１四半期連結累計
期間から特別利益の「その他」に含めて表示しております。 

 （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
前第１四半期連結累計期間において区分掲記していた営業活動によるキャッシュ・フローの

「投資有価証券売却損益（△は益）」（当第１四半期連結累計期間△２百万円）は、金額的重要
性が減少したため、「その他」に含めて表示しております。 

  
  

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)

(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

② 固定資産の減価償却費の算定方法

③ 税金費用の計算

(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

① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

② 表示方法の変更
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 27,229 24,169

受取手形・完成工事未収入金等 58,318 89,420

有価証券 499 499

未成工事支出金等 36,548 31,403

その他 9,676 7,054

貸倒引当金 △65 △101

流動資産合計 132,207 152,447

固定資産   

有形固定資産 6,413 6,426

無形固定資産 1,302 1,326

投資その他の資産   

投資有価証券 28,459 24,206

その他 11,683 12,883

貸倒引当金 △450 △410

投資その他の資産合計 39,691 36,678

固定資産合計 47,407 44,432

資産合計 179,614 196,879
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 40,136 57,685

短期借入金 5,333 4,116

未払金 25,692 25,842

未払法人税等 144 1,762

未成工事受入金 16,628 16,204

工事損失引当金 807 610

引当金 505 596

その他 3,651 4,858

流動負債合計 92,898 111,677

固定負債   

長期借入金 235 255

退職給付引当金 3,176 3,079

役員退職慰労引当金 521 528

その他 744 121

固定負債合計 4,677 3,984

負債合計 97,576 115,661

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,134 13,134

資本剰余金 12,854 12,854

利益剰余金 56,923 58,909

自己株式 △4,153 △4,148

株主資本合計 78,758 80,749

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,260 518

為替換算調整勘定 △195 △283

評価・換算差額等合計 3,065 235

少数株主持分 214 232

純資産合計 82,038 81,218

負債純資産合計 179,614 196,879

高砂熱学工業㈱（1969）平成22年３月期　第１四半期決算短信

― 7 ―



 (2) 四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 29,449 34,129

売上原価 28,036 31,758

売上総利益 1,412 2,371

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 1,466 1,475

退職給付費用 107 143

その他 2,491 2,562

販売費及び一般管理費合計 4,065 4,181

営業損失（△） △2,652 △1,810

営業外収益   

受取利息 30 24

受取配当金 324 253

保険配当金 － 95

有価証券評価益 161 －

持分法による投資利益 18 －

その他 154 97

営業外収益合計 690 471

営業外費用   

支払利息 33 21

有価証券評価損 － 32

その他 55 21

営業外費用合計 89 76

経常損失（△） △2,051 △1,414

特別利益   

貸倒引当金戻入額 31 35

投資有価証券売却益 24 －

その他 24 6

特別利益合計 80 42

特別損失   

投資有価証券評価損 6 200

貸倒引当金繰入額 317 －

その他 1 10

特別損失合計 326 210

税金等調整前四半期純損失（△） △2,297 △1,582

法人税、住民税及び事業税 △763 △713

過年度法人税等 － 141

法人税等合計 △763 △571

少数株主損失（△） △10 △32

四半期純損失（△） △1,522 △979
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △1,582

減価償却費 159 186

工事損失引当金の増減額（△は減少） 836 195

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△99 90

のれん償却額 － 5

受取利息及び受取配当金 △355 △277

支払利息 33 21

為替差損益（△は益） △25 1

持分法による投資損益（△は益） △18 －

有価証券評価損益（△は益） △161 32

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 31,177

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △7,082 △5,146

仕入債務の増減額（△は減少） △23,303 △17,006

未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,390 402

その他 △2,128 △3,641

小計 △1,731 4,458

利息及び配当金の受取額 355 262

利息の支払額 △71 △18

法人税等の支払額 △1,705 △1,592

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,152 3,110

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 285 182

有形及び無形固定資産の取得による支出 △307 △272

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 △0

投資有価証券の売却による収入 32 50

投資有価証券の償還による収入 1,001 1

その他の支出 △41 △136

その他の収入 198 31

投資活動によるキャッシュ・フロー 857 △144
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（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 1,230

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 △33

リース債務の返済による支出 － △2

自己株式の取得による支出 △5 △4

配当金の支払額 △1,239 △1,007

財務活動によるキャッシュ・フロー △858 182

現金及び現金同等物に係る換算差額 △183 82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,338 3,230

現金及び現金同等物の期首残高 24,773 22,759

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,435 25,989
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該当事項はありません。 

  

① 事業の種類別セグメント情報 

  

 
  

  

 
  
(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：空調機器等の設計・製造・販売の事業 

その他の事業      ：不動産の売買・賃貸、保険代理店等の事業 

 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」①完成工事高及び完成工事

原価の計上基準の変更に記載のとおり、当社は「工事契約に関する会計基準」等を適用し、当第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進

行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて当第１四半期連結累計期間の「設備工事事業」の売上高は

2,518百万円増加し、営業損失は351百万円減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 前第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

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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

32,898 1,174 56 34,129 ― 34,129

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 73 14 87 (87) ―

計 32,898 1,248 70 34,217 (87) 34,129

営業利益又は営業損失(△) △1,759 △61 33 △1,786 (23) △1,810
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② 所在地別セグメント情報 

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 

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) 株主資本の著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

  

前第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)及び当第１四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

前第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)及び当第１四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)
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（注） 1.セグメント間取引については、相殺消去しております。 

 2.「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」①完成工事高及び完成工事

原価の計上基準の変更に記載のとおり、当社は当第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基

準」等を適用しております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて当第１四半期連結累計期間の「設備工事事業」の売上高は

2,518百万円（「一般空調設備」1,387百万円、「産業空調設備」1,131百万円）増加しております。 

  

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、％)

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

  至  平成20年６月30日)  至 平成21年６月30日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 50,925 63.1 33,217 68.4 △17,707 △34.8

 設備工事事業 産業空調設備 27,542 34.2 13,365 27.5 △14,177 △51.5

計 78,468 97.3 46,583 95.9 △31,884 △40.6

 設備機器の製造・販売事業 2,138 2.6 1,959 4.0 △178 △8.4

 その他の事業 51 0.1 56 0.1 4 9.3

合  計 80,658 100.0 48,599 100.0 △32,058 △39.7

（うち海外） (1,952) (2.4) (1,667) (3.4) (△285) (△14.6)

 (2)売上高 （単位：百万円、％)

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

  至  平成20年６月30日)  至 平成21年６月30日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 17,677 60.0 23,125 67.8 5,447 30.8

 設備工事事業 産業空調設備 10,542 35.8 9,773 28.6 △769 △7.3

計 28,220 95.8 32,898 96.4 4,677 16.6

 設備機器の製造・販売事業 1,177 4.0 1,174 3.4 △2 △0.2

 その他の事業 51 0.2 56 0.2 4 9.3

合  計 29,449 100.0 34,129 100.0 4,680 15.9

（うち海外） (2,272) (7.7) (2,730) (8.0) (457) (20.1)

 (3)繰越高 （単位：百万円、％)

前第１四半期 当第１四半期

増減(△)額 増減(△)率
連結会計期間末 連結会計期間末

(平成20年６月30日) (平成21年６月30日)

区  分 金額 構成比 金額 構成比

一般空調設備 135,491 70.7 132,454 74.6 △3,036 △2.2

 設備工事事業 産業空調設備 53,344 27.8 41,826 23.6 △11,517 △21.6

計 188,835 98.5 174,281 98.2 △14,554 △7.7

 設備機器の製造・販売事業 2,944 1.5 3,186 1.8 242 8.2

 その他の事業 ― ― ― ― ― ―

合  計 191,779 100.0 177,467 100.0 △14,312 △7.5

（うち海外） (5,396) (2.8) (3,062) (1.7) (△2,334) (△43.3)
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 （注）「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」①完成工事高及び完成工事原

価の計上基準の変更に記載のとおり、当社は当第１四半期会計期間から「工事契約に関する会計基準」等を

適用しております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて当第１四半期会計期間の売上高は、「一般空調設備」が1,387

百万円、「産業空調設備」が1,131百万円、それぞれ増加しております。 

  

以 上     

  

「参考資料」

受注及び販売の状況（個別）

 (1)受注高 （単位：百万円、％)

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

  至 平成20年６月30日)  至 平成21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 50,523 66.3 32,559 73.5 △17,963 △35.6

 産業空調設備 25,678 33.7 11,728 26.5 △13,949 △54.3

合  計 76,201 100.0 44,288 100.0 △31,913 △41.9

 (2)売上高 （単位：百万円、％)

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

増減(△)額 増減(△)率
(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

  至 平成20年６月30日)  至 平成21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 17,288 67.1 22,387 76.0 5,098 29.5

 産業空調設備 8,479 32.9 7,088 24.0 △1,391 △16.4

合  計 25,768 100.0 29,476 100.0 3,707 14.4

 (3)繰越高 （単位：百万円、％)

前第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日） 増減(△)額 増減(△)率

区  分 金額 構成比 金額 構成比

設備工事事業
 一般空調設備 135,478 73.9 132,239 77.0 △3,239 △2.4

 産業空調設備 47,965 26.1 39,414 23.0 △8,550 △17.8

合  計 183,443 100.0 171,653 100.0 △11,790 △6.4
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