




○添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………  2 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………  2 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………  3 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………  4 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………  4 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ………………  4 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………  4 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………  4 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………  5 

(1)  四半期連結貸借対照表 …………………………………………………  5 

(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 ……………  7 

(3)  四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………  9 

(4)  継続企業の前提に関する注記 ………………………………………… 11 

(5)  セグメント情報等 ……………………………………………………… 11 

(6)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………… 12 

４．補足情報 ……………………………………………………………………… 13 

(1)  受注および販売の状況（連結） ……………………………………… 13 

(2)  受注および販売の状況（個別） ……………………………………… 14 

 

 

高砂熱学工業㈱（1969）平成25年３月期　第３四半期決算短信

－ 1 －



１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界景気の減速等を背景として輸出や生産

は減少するなか、設備投資は弱い状態が続き、また、雇用・所得環境に改善は見られず、国内景

気は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

当社およびグループ各社は、中期経営計画に基づき、総力を挙げて採算性重視の受注活動およ

びコストダウンに取り組んでまいりました結果、当第３四半期連結累計期間の業績は次のとおり

となりました。 
 

受注高は、前年同四半期連結累計期間（以下「前年同四半期」といいます。）を11.1％上回る

1,751億67百万円となりました。 

一般設備は前年同四半期を16.1％上回る1,133億23百万円、産業設備は前年同四半期を7.0％上

回る581億59百万円となった結果、設備工事事業は前年同四半期を12.8％上回る1,714億83百万円

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35.8％下回る35億46百万円となり

ました。また、その他は、前年同四半期を1.8％上回る１億37百万円となりました。その構成比は、

一般設備が64.7％、産業設備が33.2％、あわせた設備工事事業は97.9％、設備機器の製造・販売

事業が2.0％、その他が0.1％であります。 
 

売上高は、前年同四半期を26.9％上回る1,671億34百万円となりました。 

一般設備は前年同四半期を21.7％上回る1,050億77百万円、産業設備は前年同四半期を41.2％上

回る574億26百万円となった結果、設備工事事業は前年同四半期を28.0％上回る1,625億04百万円

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1.7％下回る44億92百万円となりま

した。また、その他は、前年同四半期を1.8％上回る１億37百万円となりました。その構成比は、

一般設備が62.9％、産業設備が34.3％、あわせた設備工事事業は97.2％、設備機器の製造・販売

事業が2.7％、その他が0.1％であります。 
 

当第３四半期連結会計期間末の繰越高は、前年同四半期連結会計期間末を6.6％下回る1,678億 

23百万円となりました。 
 

前連結会計年度の第４四半期連結会計期間から株式会社丸誠および同社子会社２社を連結子会

社とし、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、中期経営計画に基づき、重要性が増し

た高砂熱学工業（香港）有限公司およびT.T.E.エンジニアリング（マレーシア）Sdn.Bhd.をそれ

ぞれ連結の範囲に含めております。このことに伴い、当第３四半期連結累計期間の受注高は164億

58百万円、売上高は136億63百万円、繰越高は33億49百万円それぞれ増加しております。 
 

当第３四半期連結累計期間の損益は、営業損失は14億05百万円、経常損失は５億34百万円、四

半期純損失は11億49百万円となりました。 
 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。（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28.0％上回る1,625億04百万円、セグメント損失（営業損失）は16億

75百万円となりました。 
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（設備機器の製造・販売事業） 

売上高は前年同四半期を4.6％上回る57億34百万円、セグメント利益（営業利益）は前年同四

半期を161.3％上回る２億22百万円となりました。 

（その他） 

売上高は前年同四半期を10.0％下回る１億49百万円、セグメント利益（営業利益）は前年同

四半期を6.6％上回る57百万円となりました。 

 

 

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、経常損失および

四半期純損失となる傾向にあります。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債および純資産の状況 

当第３四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74億19百万円減少し、1,900億15百万円となりまし

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80億08百万円減少し、1,036億54百万円となりました。 

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ものの、少数株主持分が増

加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて５億89百万円増加し、863億60百万円となり

ました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四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128億41百万円増加し、319億06百万円となりました。 

（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、117億26百万円の収入（前年同四半期比＋74億74

百万円）となりました。これは主に売上債権の減少や未成工事受入金の増加などの収入が、

仕入債務の減少や未成工事支出金等の増加などの支出を上回ったことなどにより、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、２億32百万円の支出（前年同四半期は59百万円の

収入）となりました。これは主に定期預金の預入による支出が、定期預金の払戻による収入

を上回ったことなど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、７億97百万円の支出（前年同四半期比＋５億09百

万円）となりました。これは主に配当金の支払いによるものであります。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、国内では緩やかな景気の回復が期待されるものの、世界景気の

下振れ懸念やデフレの影響など不透明な要因も多く、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、公共投資、民間設備投資ともに、持ち直し傾向で推移することが予

想されるものの、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、当社グループは採算性重視の受注活動とコストダウンの継続および重

点分野への経営資源集中により、収益力の一層の強化と経営の効率化を図り、計画達成に向けて

取り組んでまいります。 

通期の連結業績見通しにつきましては、連結・個別ともに、平成24年11月９日付第２四半期決

算短信において発表した予想数値を変更しております（連結：売上高2,485億00百万円、営業利益

35億60百万円、経常利益44億00百万円、当期純利益９億30百万円、受注高2,550億00百万円、繰越

高1,662億90百万円、個別：売上高1,963億00百万円、営業利益16億00百万円、経常利益29億00百

万円、当期純利益６億00百万円、受注高1,950億00百万円、繰越高1,478億32百万円を予定してお

ります。詳細は、本日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。）。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

なお、第１四半期連結会計期間から、中期経営計画に基づき、重要性が増した高砂熱学工業

（香港）有限公司およびT.T.E.エンジニアリング（マレーシア）Sdn.Bhd.を連結の範囲に含めて

おります。 

 

(2) 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３四半期連結累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。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間から、平成

24年４月１日以後に取得した有形固定資産につきましては、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

なお、これによる当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失および税金等調整前四半期

純損失に与える影響は軽微であります。 
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３．四半期連結財務諸表 
 (1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 20,019 33,361

受取手形・完成工事未収入金等 122,261 98,112

有価証券 773 174

未成工事支出金等 3,222 5,623

その他 8,604 8,585

貸倒引当金 △149 △114

流動資産合計 154,732 145,741

固定資産   

有形固定資産 5,739 5,774

無形固定資産 997 876

投資その他の資産   

投資有価証券 24,294 25,976

その他 12,329 12,281

貸倒引当金 △554 △531

投資損失引当金 △104 △104

投資その他の資産合計 35,964 37,622

固定資産合計 42,702 44,273

資産合計 197,434 190,015
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 63,992 46,118

短期借入金 4,968 6,208

未払金 23,476 27,430

未払法人税等 1,416 272

未成工事受入金 2,869 6,592

工事損失引当金 2,840 3,164

引当金 641 736

その他 8,827 10,033

流動負債合計 109,033 100,556

固定負債   

長期借入金 90 75

退職給付引当金 1,300 1,309

役員退職慰労引当金 129 115

その他 1,108 1,597

固定負債合計 2,628 3,097

負債合計 111,662 103,654

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 64,630 62,483

自己株式 △7,308 △7,254

株主資本合計 83,311 81,218

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,114 2,284

為替換算調整勘定 △351 △536

その他の包括利益累計額合計 763 1,747

新株予約権 44 76

少数株主持分 1,651 3,318

純資産合計 85,771 86,360

負債純資産合計 197,434 190,015
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 131,676 167,134

売上原価 121,099 154,762

売上総利益 10,576 12,372

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 4,867 5,290

退職給付費用 400 345

その他 7,474 8,140

販売費及び一般管理費合計 12,742 13,777

営業損失（△） △2,165 △1,405

営業外収益   

受取利息 19 112

受取配当金 387 399

不動産賃貸料 213 203

為替差益 － 22

その他 179 380

営業外収益合計 800 1,118

営業外費用   

支払利息 43 99

持分法による投資損失 － 39

支払手数料 20 20

為替差損 42 －

その他 24 88

営業外費用合計 131 248

経常損失（△） △1,496 △534

特別利益   

ゴルフ会員権償還益 － 46

損害補償損失引当金戻入額 547 －

その他 11 6

特別利益合計 558 52

特別損失   

投資有価証券評価損 289 239

その他 76 41

特別損失合計 365 280

税金等調整前四半期純損失（△） △1,303 △762

法人税、住民税及び事業税 △7 △167

法人税等合計 △7 △167

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,296 △595

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 554

四半期純損失（△） △1,296 △1,149
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  四半期連結包括利益計算書 
第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,296 △595

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △792 1,171

為替換算調整勘定 △65 △549

持分法適用会社に対する持分相当額 － 7

その他の包括利益合計 △858 629

四半期包括利益 △2,155 33

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,143 △165

少数株主に係る四半期包括利益 △11 199
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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（△） △1,303 △762

減価償却費 521 537

工事損失引当金の増減額（△は減少） 1,152 321

損害補償損失引当金の増減額（△は減少） △756 －

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△555 △7

のれん償却額 25 25

ゴルフ会員権償還損益（△は益） － △46

受取利息及び受取配当金 △407 △511

支払利息 43 99

為替差損益（△は益） △0 △1

持分法による投資損益（△は益） － 39

投資有価証券評価損益（△は益） 289 239

売上債権の増減額（△は増加） 18,507 25,462

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △3,275 △2,342

仕入債務の増減額（△は減少） △7,722 △14,016

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,492 3,597

その他 △1,517 1,161

小計 6,494 13,796

利息及び配当金の受取額 404 540

利息の支払額 △43 △103

法人税等の支払額 △2,603 △2,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,252 11,726

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 731

定期預金の預入による支出 △605 △1,506

定期預金の払戻による収入 686 1,006

有形及び無形固定資産の取得による支出 △345 △587

投資有価証券の取得による支出 △5 △313

投資有価証券の償還による収入 8 3

その他の支出 △288 △478

その他の収入 610 913

投資活動によるキャッシュ・フロー 59 △232
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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） 815 1,170

長期借入金の返済による支出 △125 △15

リース債務の返済による支出 △58 △60

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,939 △1,910

少数株主への配当金の支払額 － △41

子会社の所有する親会社株式の売却による収入 － 60

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,307 △797

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41 132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,963 10,829

現金及び現金同等物の期首残高 20,232 19,064

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 2,012

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,195 31,906
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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 126,973 4,568 131,541 135 131,676 － 131,676 

  セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

0 911 912 30 943 △943 － 

計 126,973 5,479 132,453 166 132,619 △943 131,676 

セグメント利益又は損失(△) △2,294 85 △2,208 54 △2,154 △11 △2,165 

(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。 
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当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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 162,504 4,492 166,996 137 167,134 － 167,134 

  セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

0 1,241 1,242 11 1,254 △1,254 － 

計 162,504 5,734 168,238 149 168,388 △1,254 167,134 

セグメント利益又は損失(△) △1,675 222 △1,452 57 △1,394 △10 △1,405 

(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。 

 

③ 報告セグメントの変更等に関する事項 

      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に記載のとおり、法人税法の 

     改正に伴い、第１四半期連結会計期間から、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

     つきましては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの

     減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

      なお、これによる当第３四半期連結累計期間の「設備工事事業」、「設備機器の製造・販売 

     事業」および「その他」のセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。 

               

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 
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４． 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３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

増減(△)額 増減(△)率 
(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日 

   至  平成23年12月31日)  至  平成24年12月31日) 

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

 一般設備 97,618 61.9 113,323 64.7 15,704 16.1 

 設備工事事業 産業設備 54,341 34.5 58,159 33.2 3,818 7.0 

 計 151,960 96.4 171,483 97.9 19,523 12.8 

 

 

 設備機器の製造・販売事業 5,520 3.5 3,546 2.0 △1,974 △35.8 

 その他 135 0.1 137 0.1 2 1.8 

合  計 157,615 100.0 175,167 100.0 17,551 11.1 

（うち海外） (9,767) (6.2) (23,634) (13.5) (13,866) (142.0) 

 

② 売上高     （単位：百万円、％) 

 

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

増減(△)額 増減(△)率 
(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日 

   至  平成23年12月31日)    至  平成24年12月31日) 

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

 一般設備 86,307 65.5 105,077 62.9 18,770 21.7 

 設備工事事業 産業設備 40,666 30.9 57,426 34.3 16,760 41.2 

 計 126,973 96.4 162,504 97.2 35,530 28.0 

 設備機器の製造・販売事業 4,568 3.5 4,492 2.7 △75 △1.7 

 その他 135 0.1 137 0.1 2 1.8 

合  計 131,676 100.0 167,134 100.0 35,457 26.9 

5+ （うち海外） (6,041) (4.6) (20,397) (12.2) (14,355) (237.6) 

 

③ 繰越高     （単位：百万円、％) 

 

前第３四半期 当第３四半期 

増減(△)額 増減(△)率 
連結会計期間末 連結会計期間末 

(平成23年12月31日) (平成24年12月31日) 

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

 一般設備 130,991 72.8 124,337 

 

 

 

74.1 △6,653 △5.1 

 設備工事事業 産業設備 45,607 25.4 41,977 25.0 △3,629 △8.0 

 計 176,599 98.2 166,315 99.1 △10,283 △5.8 

 設備機器の製造・販売事業 3,163 1.8 1,508 0.9 △1,655 △52.3 

 その他 ― ― ― ― ― ― 

合  計 179,763 100.0 167,823 100.0 △11,939 △6.6 

（うち海外） (7,016) (3.9) (11,569) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6.9) (4,552) (64.9) 

 

（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３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 

増減(△)額 増減(△)率   (自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日 

     至 平成23年12月31日)  至 平成24年12月31日) 

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

設備工事事業 
一般設備 95,558 68.1 102,590 74.6 7,032 7.4 

産業設備 44,830 31.9 34,876 25.4 △9,953 △22.2 

合  計 140,389 100.0 137,467 100.0 △2,921 △2.1 

 

② 売上高     （単位：百万円、％) 

  前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 

増減(△)額 増減(△)率   (自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日 

     至 平成23年12月31日)    至 平成24年12月31日) 

区  分 金額 構成比 金額 構成比 

設備工事事業 
一般設備 84,244 70.7 94,546 71.7 10,302 12.2 

産業設備 34,881 29.3 37,315 28.3 2,433 7.0 

合  計 119,126 100.0 131,862 100.0 12,735 10.7 

 

③ 繰越高     （単位：百万円、％) 

  前第３四半期会計期間末 
（平成23年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成24年12月31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 
一般設備 130,455 76.9 123,585 79.9 △6,870 △5.3 

産業設備 39,245 23.1 31,153 20.1 △8,092 △20.6 

合  計 169,701 100.0 154,738 100.0 △14,963 △8.8 

 

 以上 
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