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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第1四半期 3,841 △38.4 △719 ― △656 ― △490 ―

29年3月期第1四半期 6,234 42.2 △242 ― △194 ― △209 ―

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　△417百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△508百万円 （―％）

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

30年3月期第1四半期 △6.30 ―

29年3月期第1四半期 △2.69 ―

(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 ％

30年3月期第1四半期 35,369 19,474 54.9

29年3月期 38,502 20,369 52.7

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 19,419百万円 29年3月期 20,295百万円

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

29年3月期 ― ― ― 6.00 6.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） ― ― 60.00 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

当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式10株を１株とする株式併合を予定しており、平成30年３月期(予想)の１株当たり期末配当金につきまし
ては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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) 13,000 △0.3 △370 ― △310 ― △330 ― △4.24

通期 34,000 9.2 1,000 29.2 1,100 19.6 900 △8.1 115.65

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

平成30年３月期の通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮した金額で表示しております。



※ 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

(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 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(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） 30年3月期1Q 78,000,000 株 29年3月期 78,000,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 177,591 株 29年3月期 177,085 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 77,822,601 株 29年3月期1Q 77,833,165 株

※四半期決算短信は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

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
可能性があります。
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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、雇用・所得環境の改善や世界経済の回復を背景とした輸出の持

ち直し等で、緩やかな回復基調が続きました。

このような経営環境のもと、当社グループは業績確保に向けて積極的な受注活動を展開し、国内及び台湾向け自動

車部品熱処理設備やベトナム鉄鋼向け脱硝設備用ダクトバーナ、国内鉄鋼向け連続亜鉛メッキライン改造工事などの

成約を得ましたが、大型案件が少なく、受注高は前年同期比62.1％の5,031百万円に留まりました。

売上面につきましては、タイ向けアルミ連続塗装ラインや国内鉄鋼向け省エネ型加熱炉、国内向け太陽電池製造設

備改造や風力発電関連熱処理設備などの工事が進捗したものの、期初受注残高が少なかったこともあり、売上高は前

年同期比61.6％の3,841百万円に留まりました。

利益面につきましては、原価率の改善に努めましたが、減収の影響を払拭できず、営業損失719百万円（前年同期は

242百万円の損失）、経常損失656百万円（前年同期は194百万円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失490百

万円（前年同期は209百万円の損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産合計は現金及び預金、並びに受取手形及び売掛金の減少などにより、前期末比3,132百万円減少の35,369百万円

となりました。

負債合計は買掛金の減少などにより、前期末比2,236百万円減少の15,895百万円となりました。

純資産合計は利益剰余金の減少などにより、前期末比895百万円減少の19,474百万円となり、自己資本比率は54.9

％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、平成29年５月12日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。
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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
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,634 5,606

受取手形及び売掛金 19,630 17,373

有価証券 199 100

たな卸資産 925 1,472

その他 343 534

貸倒引当金 △5 △4

流動資産合計 28,728 25,082

固定資産

有形固定資産 4,621 4,585

無形固定資産 126 115

投資その他の資産

投資有価証券 4,576 5,138

その他 492 490

貸倒引当金 △41 △41

投資その他の資産合計 5,026 5,586

固定資産合計 9,774 10,287

資産合計 38,502 35,369

負債の部

流動負債

電子記録債務 2,250 1,947

買掛金 8,421 5,938

短期借入金 2,800 2,788

引当金 273 5

その他 2,096 2,966

流動負債合計 15,843 13,645

固定負債

長期借入金 1,188 1,096

退職給付に係る負債 147 153

その他 954 1,001

固定負債合計 2,289 2,250

負債合計 18,132 15,895
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,176 6,176

資本剰余金 1,544 1,544

利益剰余金 10,963 10,006

自己株式 △47 △47

株主資本合計 18,637 17,680

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,679 1,759

繰延ヘッジ損益 △37 △40

為替換算調整勘定 37 40

退職給付に係る調整累計額 △22 △18

その他の包括利益累計額合計 1,657 1,739

非支配株主持分 74 54

純資産合計 20,369 19,474

負債純資産合計 38,502 35,369
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 6,234 3,841

売上原価 5,537 3,612

売上総利益 696 228

販売費及び一般管理費 938 948

営業損失（△） △242 △719

営業外収益

受取配当金 52 64

その他 15 12

営業外収益合計 68 77

営業外費用

支払利息 8 8

為替差損 9 3

その他 2 2

営業外費用合計 20 14

経常損失（△） △194 △656

税金等調整前四半期純損失（△） △194 △656

法人税等 12 △158

四半期純損失（△） △206 △498

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（△）

2 △7

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △209 △490
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純損失（△） △206 △498

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △305 79

繰延ヘッジ損益 22 △3

為替換算調整勘定 △22 1

退職給付に係る調整額 3 3

その他の包括利益合計 △301 80

四半期包括利益 △508 △417

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △506 △408

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △9
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（３）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）

　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）

当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乗じて計算しております。
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３．その他

（１）受注及び販売の状況

　①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

部 門 平成28年4月～平成28年6月 平成29年4月～平成29年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 5,340 85.7 3,073 80.0 △2,267

情報・通信 388 6.2 512 13.3 124

環境保全 229 3.7 195 5.1 △34

その他 772 12.4 397 10.3 △375

相殺消去 △496 △8.0 △337 △8.8 159

合 計 6,234 100.0 3,841 100.0 △2,393

（うち、海外） (1,012) (16.2) (988) (25.7) (△24)

　

　②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

部 門 平成28年4月～平成28年6月 平成29年4月～平成29年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 5,108 63.0 4,186 83.2 △922

情報・通信 1,967 24.3 161 3.2 △1,806

環境保全 248 3.1 475 9.4 227

その他 1,119 13.8 648 12.9 △471

相殺消去 △340 △4.2 △439 △8.7 △99

合 計 8,103 100.0 5,031 100.0 △3,072

（うち、海外） (5,029) (62.1) (965) (19.2) (△4,064)

　

③受注残高

　（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

部 門 平成28年4月～平成28年6月 平成29年4月～平成29年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 17,405 79.9 14,200 71.8 △3,205

情報・通信 2,162 9.9 1,558 7.9 △604

環境保全 661 3.0 2,502 12.6 1,841

その他 1,736 8.0 1,956 9.9 220

相殺消去 △176 △0.8 △428 △2.2 △252

合 計 21,789 100.0 19,788 100.0 △2,001

（うち、海外） (9,651) (44.3) (8,534) (43.1) (△1,117)
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