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平成 23 年 4 月 28 日 

各  位 

会 社 名 高砂熱学工業株式会社 

(コード番号 1969 東証第 1 部) 

代 表 者 役職名 取締役社長 

 氏 名 大内 厚 

問合せ先責任者 役職名 常務執行役員 
経理本部長兼総務本部担当

 氏 名 島 泰光 

TEL (03) 3255－8212 

(ＵＲＬ http://www.tte-net.co.jp) 

 

 
業績予想の修正に関するお知らせ 

 
 
 当社は、 近の業績の動向等を踏まえ、平成 23 年 2 月 10 日の第 3 四半期決算発表時に公表した   

平成 23 年 3 月期(平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)の業績予想を下記のとおり修正しました  

のでお知らせいたします。 

 

記 

１．平成 23 年 3 月期 連結業績予想数値の修正 

 
売上高 

(百万円) 
営業利益 
(百万円) 

経常利益 
(百万円) 

当期純利益 
(百万円) 

1 株当たり 
当期純利益 

(円) 

前回発表予想（Ａ） 222,000 6,000 6,700 3,700 47.70 

今回修正予想（Ｂ） 213,100 5,200 5,910 3,000 38.67 

増減額 
（Ｂ－Ａ） 

△8,900 △800 △790 △700 － 

増減率（％） △4.0 △13.3 △11.8 △18.9 － 

(ご参考)前期実績 
(平成 22 年 3 月期) 

  209,298 5,751 6,438 4,341 54.03 

２．平成 23 年 3 月期 個別業績予想数値の修正 

 
売上高 

(百万円) 
営業利益 
(百万円) 

経常利益 
(百万円) 

当期純利益 
(百万円) 

1 株当たり 
当期純利益 

(円) 

前回発表予想（Ａ） 200,000 5,200 6,200 3,500 45.12 

今回修正予想（Ｂ） 192,200 4,480 5,450 2,860 36.87 

増減額 
（Ｂ－Ａ） 

△7,800 △720 △750 △640 － 

増減率（％） △3.9 △13.8 △12.1 △18.3 － 

(ご参考)前期実績 
(平成 22 年 3 月期) 

  188,742 5,073 5,960 4,353 54.18 
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３．修正の理由 

主に当社（個別）において、受注が低調に推移したこともあり、売上高は前回発表予想を下回る

見通しとなりました。また、原価低減に努めましたものの、工事損失引当金が増加したこと等に  

より採算性は低下し、特別損失として損害補償損失引当金注を計上した結果、利益面においても  

計画を下回る見通しとなりました。 
注平成 23 年 4 月 8日付プレスリリース「業務遂行の過程で生じた損害に関するお知らせ（開示事項

の経過）」をご参照ください。 

(参考) 

１．受注予想数値の修正 

 
連結受注高 
(百万円) 

 
個別受注高 
(百万円) 

前回発表予想（Ａ） 212,000  190,000 

実績［速報］（Ｂ） 207,283  187,474 

増減額 
（Ｂ－Ａ） 

△4,716  △2,525 

増減率（％） △2.2  △1.3 

２．実績［速報］（Ｂ）内訳 

連結                                     (単位:百万円、％) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 H21.4.1 至 H22.3.31) (自 H22.4.1 至 H23.3.31) 
増 減(△) 

期別 

 

区分 
金額 構成比 金額 構成比 金額 率 

 一般空調設備 146,503 71.1 138,133 66.6 △8,369  △5.7 

設備工事事業 産業空調設備 52,247 25.4 62,209 30.0 9,962  19.1 

 計 198,750 96.5 200,343 96.6  1,592  0.8 

設備機器の製造・販売事業 7,088 3.4 6,779 3.3  △309  △4.4 

その他の事業 176 0.1 161 0.1 △15 △8.6 

合  計 206,016 100.0 207,283 100.0  1,267  0.6 

(うち海外) (11,652) (5.7) (10,958) (5.3) (△694) (△6.0)

個別                                     (単位:百万円、％) 

前事業年度 当事業年度 

(自 H21.4.1 至 H22.3.31) (自 H22.4.1 至 H23.3.31) 
増 減(△) 

期別 

 

区分 
金額 構成比 金額 構成比 金額 率 

一般空調設備 144,211 77.9 135,698 72.4  △8,512 △5.9 
設備工事事業 

産業空調設備 40,857 22.1 51,775 27.6  10,918 26.7 

合  計 185,069 100.0 187,474 100.0 2,405 1.3  

(注) 1.確報につきましては、決算短信において公表いたします。 

2.連結におけるセグメント間取引については、相殺消去しております。 

3.日本フローダ㈱（連結子会社）の事業は、従来、「設備工事事業」に区分しておりましたが、当連

結会計年度から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」および「セグメント情報等の開示に

関する会計基準の適用指針」を適用するとともに事業の内容を見直したことにより、「設備機器の

製造・販売事業」に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて当連結会計

年度の「設備工事事業」の一般空調設備および計は 1,382 百万円減少し、「設備機器の製造・販売

事業」は同額増加しております。なお、前連結会計年度については、変更後の区分に組み替えて表

示しております。 

(注)上記の予想は、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、様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

以上 


