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(百万円未満切捨て)

1．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

(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 営業損失(△)
経常利益又は
経常損失(△)

親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 72,314 30.1 △677 － △157 － △481 －

2022年３月期第１四半期 55,575 3.9 △206 － 333 － △107 －
(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 966百万円( －％) 2022年３月期第１四半期 △62百万円( －％)
　

１株当たり
四半期純損失(△)

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2023年３月期第１四半期 △7.29 －

2022年３月期第１四半期 △1.55 －
　

　

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 293,748 135,885 44.8

2022年３月期 300,736 136,897 44.2
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 131,509百万円 2022年３月期 132,897百万円
　
　
　

2．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2022年３月期 － 29.00 － 31.00 60.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) 30.00 － 30.00 60.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

3．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 146,000 19.4 2,200 △1.4 2,700 △11.6 2,000 12.0 30.24

通期 311,000 2.7 13,100 △8.9 14,500 △7.3 10,800 △6.4 163.27
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

(参考)予想受注高(第２四半期連結累計期間) 190,000百万円、(通期) 280,000百万円

　　



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

詳細は、添付資料９ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(4)四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半
期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

　

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

　

　詳細は、添付資料９ページ「２. 四半期連結財務諸表及び主な注記(4)四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計
方針の変更)」をご覧ください。

　

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2023年３月期１Ｑ 70,239,402株 2022年３月期 70,239,402株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 4,070,405株 2022年３月期 4,099,746株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 66,147,791株 2022年３月期１Ｑ 69,269,046株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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および合理的であ
ると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績
等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料３ページ「１．当四
半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（1）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大による経済

活動の制限も徐々に緩和され、平常化への動きが見られる一方で、国際情勢変化に伴う原材料価

格の上昇や供給面での制約など不透明な状況が続いております。

建設業界および当社関連の空調業界におきましては、大都市圏の再開発事業とともに製造業を

中心とした設備投資に持ち直しの動きが見られるものの、世界経済の先行き不透明感への懸念な

ど、事業運営には慎重な取り組みが求められる状況で推移しました。

このような経営環境において、ＥＳＧやカーボンニュートラルに向けた取り組みは益々重要性

を増してきており、当社はこれまでの成長戦略における取り組みを一層強化し、「環境事業」な

らびに「人的資本」への投資を加速推進しております。

当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、723億14百万円（前年同四半期比＋

30.1％）となりました。

利益につきましては、売上高は前年同四半期との対比で増加するものの、販売費及び一般管理

費の増加等の影響により、営業損失は６億77百万円（前年同四半期は営業損失２億６百万円）、

経常損失は１億57百万円（前年同四半期は経常利益３億33百万円）、親会社株主に帰属する四半

期純損失は４億81百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失１億７百万円）と

なりました。

また、受注高につきましては、1,214億91百万円（前年同四半期比＋55.2％）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。（セグメントごとの経営成績について

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709億90百万円（前年同四半期比＋31.0％）、セグメント損失（営業損失）は６億

73百万円（前年同四半期はセグメント損失１億86百万円）となりました。

（設備機器の製造・販売事業）

売上高は13億74百万円（前年同四半期比△7.2％）、セグメント損失（営業損失）は47百万

円（前年同四半期はセグメント損失73百万円）となりました。

（その他）

売上高は54百万円（前年同四半期比△10.9％）、セグメント利益（営業利益）は42百万円

（前年同四半期比△22.8％）となりました。

（2）財政状態に関する説明

① 資産、負債および純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、現金預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69億88百万円減少し、2,937億48百万円となりました。

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59億75百万円減少し、1,578億63百万円となりました。

また、純資産合計は、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

10億12百万円減少し、1,358億85百万円となりました。
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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」は、前連結会計年度末に比

べて117億35百万円減少し、451億32百万円となりました。

（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、80億25百万円の支出（前年同四半期比△5億36百

万円）となりました。これは主に仕入債務の減少などの支出が売上債権の減少などの収入

を上回ったことなど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、１億19百万円の収入（前年同四半期比△４億12百

万円）となりました。これは主に関係会社の整理による収入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、47億63百万円の支出（前年同四半期比△31億56百

万円）となりました。これは主に短期借入金の純減によるものであります。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の業績予想につきましては、連結・個別とも2022年５月13日に公表しました予想

数値を継続しております。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（1）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 56,960 45,228

受取手形・完成工事未収入金及び契約資産 149,948 150,108

電子記録債権 8,996 8,658

未成工事支出金等 3,229 3,314

その他 9,380 14,331

貸倒引当金 △308 △335

流動資産合計 228,208 221,305

固定資産

有形固定資産 20,760 20,833

無形固定資産

のれん 1,920 1,996

その他 6,184 5,751

無形固定資産合計 8,104 7,748

投資その他の資産

投資有価証券 33,463 33,769

退職給付に係る資産 3,337 3,360

差入保証金 2,944 2,938

その他 6,182 6,062

貸倒引当金 △2,263 △2,270

投資その他の資産合計 43,663 43,861

固定資産合計 72,528 72,443

資産合計 300,736 293,748
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 65,049 51,763

電子記録債務 21,223 24,626

短期借入金 8,058 5,727

未払金 2,514 1,974

未払法人税等 3,011 288

未成工事受入金 16,116 23,005

賞与引当金 4,403 1,703

役員賞与引当金 82 24

完成工事補償引当金 861 832

工事損失引当金 2,018 1,986

その他 11,003 16,398

流動負債合計 134,342 128,333

固定負債

社債 25,000 25,000

退職給付に係る負債 1,045 1,044

株式給付引当金 733 815

役員退職慰労引当金 117 119

繰延税金負債 1,734 1,593

その他 865 957

固定負債合計 29,496 29,530

負債合計 163,838 157,863

純資産の部

株主資本

資本金 13,134 13,134

資本剰余金 12,691 12,690

利益剰余金 105,788 103,221

自己株式 △7,750 △7,694

株主資本合計 123,864 121,353

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,355 9,856

為替換算調整勘定 △208 446

退職給付に係る調整累計額 △114 △147

その他の包括利益累計額合計 9,033 10,155

非支配株主持分 4,000 4,376

純資産合計 136,897 135,885

負債純資産合計 300,736 293,748
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（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 55,575 72,314

売上原価 49,596 65,651

売上総利益 5,978 6,662

販売費及び一般管理費

従業員給料手当 1,923 1,998

賞与引当金繰入額 570 557

退職給付費用 75 95

株式給付引当金繰入額 35 68

その他 3,580 4,620

販売費及び一般管理費合計 6,185 7,340

営業損失（△） △206 △677

営業外収益

受取利息 37 56

受取配当金 328 340

保険配当金 137 130

不動産賃貸料 186 183

為替差益 － 103

その他 96 67

営業外収益合計 785 881

営業外費用

支払利息 54 64

持分法による投資損失 6 100

貸倒引当金繰入額 － 1

不動産賃貸費用 129 152

為替差損 34 －

その他 20 42

営業外費用合計 245 362

経常利益又は経常損失（△） 333 △157

特別利益

事業譲渡益 － 68

特別利益合計 － 68

特別損失

固定資産除却損 9 14

その他 2 0

特別損失合計 12 15

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

321 △104

法人税、住民税及び事業税 495 276

法人税等合計 495 276

四半期純損失（△） △174 △381

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△66 100

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △107 △481
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純損失（△） △174 △381

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △173 502

為替換算調整勘定 325 879

退職給付に係る調整額 △38 △33

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △0

その他の包括利益合計 111 1,347

四半期包括利益 △62 966

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △50 640

非支配株主に係る四半期包括利益 △12 325
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

321 △104

減価償却費 417 547

のれん償却額 46 53

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,299 △2,699

工事損失引当金の増減額（△は減少） △439 △39

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △69 △74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △9 △5

受取利息及び受取配当金 △365 △397

支払利息 54 64

持分法による投資損益（△は益） 6 100

売上債権の増減額（△は増加） 10,459 665

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,035 △15

仕入債務の増減額（△は減少） △15,488 △10,726

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,993 6,179

未収消費税等の増減額（△は増加） △888 △3,659

未払消費税等の増減額（△は減少） △116 △163

預り金の増減額（△は減少） 1,841 5,510

為替差損益（△は益） 47 △139

その他 △1,217 △487

小計 △5,743 △5,389

利息及び配当金の受取額 391 437

利息の支払額 △70 △80

法人税等の支払額 △2,066 △2,992

法人税等の還付額 0 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,489 △8,025

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 △54 △3

定期預金の払戻による収入 1,414 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,174 △447

投資有価証券の取得による支出 △16 △2

関係会社株式の取得による支出 － △115

貸付けによる支出 △13 △3

関係会社の整理による収入 － 387

その他の支出 △145 △41

その他の収入 522 344

投資活動によるキャッシュ・フロー 532 119

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） 503 △2,531

リース債務の返済による支出 △97 △105

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,966 △2,084

その他 △47 △41

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,607 △4,763

現金及び現金同等物に係る換算差額 185 934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,378 △11,735

現金及び現金同等物の期首残高 62,271 56,867

現金及び現金同等物の四半期末残高 53,892 45,132

　



高砂熱学工業株式会社(1969) 2023年３月期 第１四半期決算短信

― 9 ―

（4）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　税金費用の計算

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引前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引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、税引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。

（会計方針の変更）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17

日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期会計期間の期首から適用し、

時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適

用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これにより、

四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

① 報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)３

設備工事
事業

設備機器の
製造・販売

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 54,209 1,309 55,519 56 55,575 － 55,575

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 171 171 5 176 △176 －

計 54,209 1,480 55,690 61 55,751 △176 55,575

セグメント利益又は損失(△) △186 △73 △259 55 △204 △2 △206

(注) １「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理店等の事業であります。

２ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

② 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

　

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

① 報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)３

設備工事
事業

設備機器の
製造・販売

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 70,990 1,269 72,259 54 72,314 － 72,314

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 104 104 － 104 △104 －

計 70,990 1,374 72,364 54 72,419 △104 72,314

セグメント利益又は損失(△) △673 △47 △721 42 △678 0 △677

(注) １「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理店等の事業であります。

２ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

② 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

　

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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３．補足情報

（1）受注および販売の状況（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 2021年４月１日 (自 2022年４月１日

至 2021年６月30日) 至 2022年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

一般設備 46,218 59.0 56,060 46.1 9,842 21.3

設備工事事業 産業設備 30,611 39.1 63,839 52.6 33,227 108.5

計 76,830 98.1 119,900 98.7 43,069 56.1

設備機器の製造・販売事業 1,416 1.8 1,536 1.3 120 8.5

その他 56 0.1 54 0.0 △1 △ 2.9

合 計 78,302 100.0 121,491 100.0 43,188 55.2

（うち海外） (12,556) (16.0) (20,022) (16.5) (7,466) (59.5)

（うち保守・メンテナンス） (7,389) (9.4) (6,567) (5.4) (△822) (△11.1)

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 2021年４月１日 (自 2022年４月１日

至 2021年６月30日) 至 2022年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

一般設備 29,988 54.0 31,749 43.9 1,761 5.9

設備工事事業 産業設備 24,220 43.5 39,240 54.3 15,019 62.0

計 54,209 97.5 70,990 98.2 16,780 31.0

設備機器の製造・販売事業 1,309 2.4 1,269 1.7 △39 △ 3.0

その他 56 0.1 54 0.1 △1 △ 2.9

合 計 55,575 100.0 72,314 100.0 16,739 30.1

（うち海外） (9,410) (16.9) (13,109) (18.1) (3,698) (39.3)

（うち保守・メンテナンス） (5,435) (9.8) (5,421) (7.5) (△13) (△0.2)

　

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

(2021年６月30日) (2022年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

一般設備 161,956 63.7 169,377 53.2 7,421 4.6

設備工事事業 産業設備 90,692 35.7 145,975 45.9 55,282 61.0

計 252,648 99.4 315,353 99.1 62,704 24.8

設備機器の製造・販売事業 1,528 0.6 2,711 0.9 1,183 77.5

その他 - - 0 0.0 0 0.0

合 計 254,176 100.0 318,064 100.0 63,887 25.1

（うち海外） (32,598) (12.8) (52,463) (16.5) (19,865) (60.9)

（うち保守・メンテナンス） (3,353) (1.3) (3,055) (1.0) (△298) (△8.9)

(注) 受注高、売上高および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。
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(2) 受注および販売の状況（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 2021年４月１日 (自 2022年４月１日

至 2021年６月30日) 至 2022年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

設備工事事業
一般設備 39,663 68.6 50,036 53.1 10,372 26.2

産業設備 18,127 31.4 44,165 46.9 26,037 143.6

合 計 57,791 100.0 94,201 100.0 36,410 63.0

② 完成工事高

（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 2021年４月１日 (自 2022年４月１日

至 2021年６月30日) 至 2022年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

設備工事事業
一般設備 24,489 62.3 26,701 50.5 2,212 9.0

産業設備 14,825 37.7 26,143 49.5 11,318 76.3

合 計 39,314 100.0 52,844 100.0 13,530 34.4

③ 繰越高

（単位：百万円、％)

前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末

増減額 増減率(2021年６月30日) (2022年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

設備工事事業
一般設備 158,016 71.9 166,310 63.0 8,294 5.2

産業設備 61,626 28.1 97,506 37.0 35,880 58.2

合 計 219,642 100.0 263,817 100.0 44,175 20.1

　　 以上

　




