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(百万円未満切捨て)

1．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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
営業利益又は
営業損失(△)

経常利益又は
経常損失(△)

親会社株主に帰属する
四半期純利益又は

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 ％

2021年３月期第１四半期 53,511 △26.1 △528 － △575 － △548 －

2020年３月期第１四半期 72,424 14.2 3,201 28.8 3,844 29.7 2,268 106.1
(注)包括利益 2021年３月期第１四半期 △100百万円( －％) 2020年３月期第１四半期 791百万円(△50.5％)
　

１株当たり
四半期純利益又は

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

2021年３月期第１四半期 △7.89 －

2020年３月期第１四半期 31.67 －
　

　

(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 ％

2021年３月期第１四半期 250,246 123,660 48.0

2020年３月期 265,649 125,861 46.0
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 120,139百万円 2020年３月期 122,091百万円
　
　
　

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

2020年３月期 － 26.00 － 30.00 56.00

2021年３月期 －

2021年３月期(予想) 28.00 － 28.00 56.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　
　
　

3．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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) 120,000 △17.5 3,300 △56.8 3,600 △57.7 2,400 △59.4 34.55

通期 300,000 △6.5 14,900 △16.8 16,000 △17.0 12,000 △9.3 172.74
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

(参考)予想受注高(第２四半期連結累計期間) 130,000百万円、(通期) 300,000百万円
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※ 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 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 有
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
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
上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)」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) 2021年３月期１Ｑ 77,265,768株 2020年３月期 79,765,768株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 7,776,150株 2020年３月期 10,304,056株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 69,468,689株 2020年３月期１Ｑ 71,622,101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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(参考) 2021年３月期の個別業績予想 (2020年４月１日～2021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 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) 92,000 △15.1 3,500 △46.9 4,500 △43.3 3,200 △44.7 45.89

通期 230,000 △5.3 13,300 △10.6 15,100 △12.1 11,300 △8.0 162.05

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

(参考) 予想受注高(第２四半期累計期間) 98,700百万円、 (通期) 235,000百万円
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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の影響によ

り、景気は急速に下押しされ厳しい状況となりました。

建設業界および当社関連の空調業界におきましては、大都市圏を中心とした大型再開発案件は

継続するものの、感染症拡大の長期化に伴う企業収益の減少や世界経済の先行き不透明感から、

製造業を中心として設備投資の見直しが懸念されるとともに、感染拡大防止を前提とした新たな

働き方への移行が必要となるなど、引き続き事業経営に慎重な取り組みと更なる生産性向上が求

められる状況で推移しました。

このような経営環境のもと、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、国内・海

外ともに設備工事事業における売上の減少が生じたことにより、535億11百万円（前年同四半期

比△26.1％）となりました。

利益につきましては、主として国内外における売上の減少等により、営業損失は５億28百万円

（前年同四半期は営業利益32億１百万円）、経常損失は５億75百万円（前年同四半期は経常利益

38億44百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は５億48百万円（前年同四半期は親会社株

主に帰属する四半期純利益22億68百万円）となりました。

また、受注高につきましては、732億31百万円（前年同四半期比△4.5％）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524億98百万円（前年同四半期比△26.3％）、セグメント損失（営業損失）は３億

41百万円（前年同四半期はセグメント利益33億60百万円）となりました。

（設備機器の製造・販売事業）

売上高は11億39百万円（前年同四半期比△15.0％）、セグメント損失（営業損失）は２億47

百万円（前年同四半期比△34.9％）となりました。

（その他）

売上高は71百万円（前年同四半期比△7.3％）、セグメント利益（営業利益）は46百万円

（前年同四半期比△1.5％）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、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154億２百万円減少し、2,502億46百万円とな

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132億円減少し、1,265億86百万円となりました。

また、純資産合計は、自己株式の消却により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22億１百万円減少し、1,236億60百万円となりました。
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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40億95百万円増加し、406億22百万円となりました。

（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、27億２百万円の支出（前年同四半期比＋33億29百

万円）となりました。これは主に賞与の支払いに伴う賞与引当金の減少によるものであり

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、13億47百万円の支出（前年同四半期比△12億３百

万円）となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出によるものであ

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、84億21百万円の収入（前年同四半期は31億８百万

円の支出）となりました。これは主に短期借入金の増加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

2021年３月期の業績予想及び配当予想につきましては、2020年６月12日の2020年３月期決算発

表時点では、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を合理的に算定することが困難であっ

たため「未定」としておりましたが、現下の事業環境や入手可能な情報等に基づき算定いたし

ました。

詳細につきましては、本日（2020年８月６日）発表の「業績予想及び配当予想の公表に関する

お知らせ」をご参照下さい。
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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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 39,268 42,958

受取手形・完成工事未収入金等 138,499 108,252

電子記録債権 8,456 11,385

未成工事支出金等 4,599 5,798

その他 6,765 12,190

貸倒引当金 △225 △209

流動資産合計 197,363 180,374

固定資産

有形固定資産 22,737 22,665

無形固定資産

のれん 2,080 2,007

その他 1,698 2,311

無形固定資産合計 3,779 4,318

投資その他の資産

投資有価証券 32,348 33,309

退職給付に係る資産 2,225 2,225

差入保証金 3,154 3,206

その他 5,520 5,691

貸倒引当金 △1,479 △1,545

投資その他の資産合計 41,768 42,887

固定資産合計 68,285 69,872

資産合計 265,649 250,246
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 61,921 40,951

電子記録債務 21,393 22,179

短期借入金 6,194 16,715

未払金 5,313 1,931

未払法人税等 2,664 232

未成工事受入金 5,049 7,267

賞与引当金 4,886 1,621

役員賞与引当金 109 31

完成工事補償引当金 1,074 857

工事損失引当金 2,778 2,464

その他 10,025 13,720

流動負債合計 121,411 107,975

固定負債

社債 15,000 15,000

退職給付に係る負債 1,188 1,128

株式給付引当金 517 553

役員退職慰労引当金 112 112

繰延税金負債 263 566

その他 1,293 1,249

固定負債合計 18,375 18,611

負債合計 139,787 126,586

純資産の部

株主資本

資本金 13,134 13,134

資本剰余金 12,730 12,710

利益剰余金 104,065 98,206

自己株式 △13,360 △10,104

株主資本合計 116,570 113,947

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 7,194 8,070

為替換算調整勘定 △1,077 △1,296

退職給付に係る調整累計額 △595 △582

その他の包括利益累計額合計 5,521 6,191

非支配株主持分 3,770 3,520

純資産合計 125,861 123,660

負債純資産合計 265,649 250,246
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 72,424 53,511

売上原価 63,344 48,195

売上総利益 9,080 5,316

販売費及び一般管理費

従業員給料手当 1,796 1,810

賞与引当金繰入額 547 552

退職給付費用 59 83

株式給付引当金繰入額 35 36

その他 3,438 3,362

販売費及び一般管理費合計 5,878 5,845

営業利益又は営業損失（△） 3,201 △528

営業外収益

受取利息 54 56

受取配当金 371 387

保険配当金 134 13

持分法による投資利益 35 －

不動産賃貸料 145 201

その他 88 92

営業外収益合計 829 752

営業外費用

支払利息 61 85

持分法による投資損失 － 109

貸倒引当金繰入額 － 69

不動産賃貸費用 106 135

為替差損 11 251

その他 8 147

営業外費用合計 186 799

経常利益又は経常損失（△） 3,844 △575

特別利益

投資有価証券売却益 5 0

特別利益合計 5 0

特別損失

投資有価証券評価損 0 83

その他 0 0

特別損失合計 0 84

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（△）

3,849 △658

法人税、住民税及び事業税 1,542 △19

法人税等合計 1,542 △19

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,306 △639

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（△）

38 △90

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

2,268 △548
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,306 △639

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,403 868

為替換算調整勘定 △64 △350

退職給付に係る調整額 △37 8

持分法適用会社に対する持分相当額 △8 11

その他の包括利益合計 △1,514 538

四半期包括利益 791 △100

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 745 121

非支配株主に係る四半期包括利益 46 △222

決算短信（宝印刷） 2020年08月05日 14時04分 10ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



高砂熱学工業株式会社(1969) 2021年３月期 第１四半期決算短信

― 8 ―

（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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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（△）

3,849 △658

減価償却費 269 368

のれん償却額 48 44

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,581 △3,264

工事損失引当金の増減額（△は減少） △221 △311

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △25 11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 24 △55

受取利息及び受取配当金 △425 △444

支払利息 61 85

持分法による投資損益（△は益） △35 109

売上債権の増減額（△は増加） 15,244 23,849

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,781 △1,202

仕入債務の増減額（△は減少） △16,431 △19,902

未成工事受入金の増減額（△は減少） 887 2,270

未収消費税等の増減額（△は増加） △824 △1,754

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,476 △1,865

為替差損益（△は益） △6 135

その他 △2,702 1,745

小計 △1,965 △839

利息及び配当金の受取額 458 467

利息の支払額 △71 △83

法人税等の支払額 △4,453 △2,246

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,032 △2,702

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 △570 △685

定期預金の払戻による収入 676 957

有形及び無形固定資産の取得による支出 △317 △1,470

投資有価証券の取得による支出 △1 △49

その他の支出 △64 △196

その他の収入 133 95

投資活動によるキャッシュ・フロー △144 △1,347

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） △1,079 10,684

リース債務の返済による支出 △77 △96

配当金の支払額 △1,955 △2,106

その他 3 △59

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,108 8,421

現金及び現金同等物に係る換算差額 75 △275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,210 4,095

現金及び現金同等物の期首残高 55,226 36,526

現金及び現金同等物の四半期末残高 46,016 40,622
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（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 2020年４月１日 至 2020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）

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）

従来、当社および一部の連結子会社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法

について、主として定率法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間から定額法に

変更しております。

当社は、新たな研究開発拠点であるイノベーションセンターが当第１四半期連結会計期間よ

り本格的に稼働を開始しており、また、現在策定中の４か年のグループ中期経営計画において

引き続き設備投資やストックビジネス等の強化を見込んでおります。これらを契機に、有形固

定資産の使用実態を見直した結果、長期安定的に稼働し、収益に安定的に貢献することが見込

まれることから有形固定資産の減価償却方法について定額法を採用することがより財政状態、

経営成績を適切に表すものと判断したことによるものであります。

この結果、当第１四半期連結累計期間の減価償却費が減少し、営業損失は75百万円、経常損

失および税金等調整前四半期純損失はそれぞれ93百万円減少しております。
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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 2019年４月１日 至 2019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 71,188 1,163 72,352 72 72,424 － 72,424

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 177 177 4 181 △181 －

計 71,188 1,340 72,529 76 72,606 △181 72,424

セグメント利益又は損失(△) 3,360 △183 3,176 47 3,224 △22 3,201

(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、不動産の売買・賃貸、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利益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 2020年４月１日 至 2020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 52,494 950 53,445 66 53,511 － 53,511

セグメント間の内部売上高
又は振替高

4 188 193 4 197 △197 －

計 52,498 1,139 53,638 71 53,709 △197 53,511

セグメント利益又は損失(△) △341 △247 △589 46 △542 14 △528

(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、不動産の売買・賃貸、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 2019年４月１日 (自 2020年４月１日

至 2019年６月30日) 至 2020年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

一般設備 43,534 56.7 46,852 64.0 3,318 7.6

設備工事事業 産業設備 31,514 41.1 24,705 33.7 △6,809 △21.6

計 75,048 97.8 71,557 97.7 △3,491 △4.7

設備機器の製造・販売事業 1,591 2.1 1,607 2.2 16 1.0

その他 72 0.1 66 0.1 △5 △7.9

合 計 76,712 100.0 73,231 100.0 △3,480 △4.5

（うち海外） (7,831) (10.2) (5,547) (7.6) (△2,283) (△29.2)

（うち保守・メンテナンス） (6,517) (8.5) (6,235) (8.5) (△281) (△4.3)

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 2019年４月１日 (自 2020年４月１日

至 2019年６月30日) 至 2020年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

一般設備 40,532 56.0 30,615 57.2 △9,916 △24.5

設備工事事業 産業設備 30,656 42.3 21,878 40.9 △8,777 △28.6

計 71,188 98.3 52,494 98.1 △18,694 △26.3

設備機器の製造・販売事業 1,163 1.6 950 1.8 △212 △18.3

その他 72 0.1 66 0.1 △5 △7.9

合 計 72,424 100.0 53,511 100.0 △18,912 △26.1

（うち海外） (12,408) (17.1) (6,034) (11.3) (△6,373) (△51.4)

（うち保守・メンテナンス） (4,865) (6.7) (4,799) (9.0) (△66) (△1.4)

　

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

(2019年６月30日) (2020年６月30日)

区 分 金額 構成比 金額 構成比

一般設備 170,743 68.7 159,072 66.0 △11,671 △6.8

設備工事事業 産業設備 76,460 30.8 79,783 33.1 3,323 4.3

計 247,204 99.5 238,856 99.1 △8,347 △3.4

設備機器の製造・販売事業 1,354 0.5 2,124 0.9 770 56.9

その他 － － － － － －

合 計 248,559 100.0 240,981 100.0 △7,577 △3.0

（うち海外） (23,785) (9.6) (27,585) (11.4) (3,800) (16.0)

（うち保守・メンテナンス） (3,836) (1.5) (3,202) (1.3) (△633) (△16.5)

(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 2019年４月１日 (自 2020年４月１日

至 2019年６月30日) 至 2020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 38,711 62.0 41,830 68.6 3,118 8.1

産業設備 23,722 38.0 19,154 31.4 △4,567 △19.3

合 計 62,434 100.0 60,984 100.0 △1,449 △2.3

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 2019年４月１日 (自 2020年４月１日

至 2019年６月30日) 至 2020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 35,583 66.0 25,707 61.8 △9,875 △27.8

産業設備 18,310 34.0 15,865 38.2 △2,444 △13.4

合 計 53,893 100.0 41,572 100.0 △12,320 △22.9

　

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(2019年６月30日) (2020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 168,014 75.8 156,208 73.7 △11,805 △7.0

産業設備 53,513 24.2 55,765 26.3 2,251 4.2

合 計 221,528 100.0 211,974 100.0 △9,553 △4.3

　　 以上
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