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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 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 ％

2021年3月期第1四半期 4,822 △29.0 △274 ― △178 ― △234 ―

2020年3月期第1四半期 6,790 13.2 △125 ― △41 ― △21 ―

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　△74百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期　　△155百万円 （―％）

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

2021年3月期第1四半期 △30.57 ―

2020年3月期第1四半期 △2.74 ―

(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 43,655 20,152 45.9

2020年3月期 46,696 20,687 44.1

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 20,046百万円 2020年3月期 20,589百万円

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 ― ― ― 60.00 60.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） ― ― 50.00 50.00

（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) 9,900 △44.0 △1,100 ― △1,000 ― △1,050 ― △136.75

通期 25,500 △33.1 △800 ― △700 ― △800 ― △104.19

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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） 2021年3月期1Q 7,800,000 株 2020年3月期 7,800,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 121,926 株 2020年3月期 121,911 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 7,678,077 株 2020年3月期1Q 7,678,632 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

上記の予想数値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、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
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、米中貿易摩擦の影響が残る中、新型コロナウイルス感染症の世

界的な拡大に収束が見えず、国内感染者の急増に伴い発出された緊急事態宣言により、経済活動が制限され、宣言解

除後も輸出や生産が減少するなど、依然として先行き不透明な状況が続きました。

このような経営環境のもと、当社グループは出張制限や在宅勤務、時差出勤の実施など、感染症発生の未然防止に

努めつつ、業績確保に向けた受注活動を展開し、電池関連高温熱処理設備や自動車部品熱処理設備改造工事などの成

約を得ましたが、感染症拡大の影響による客先の設備投資抑制の動きや人の移動制限による営業活動の停滞などによ

り、受注高は前年同期比54.3％の3,289百万円に留まりました。

売上面につきましては、台湾向け省エネ型鉄鋼加熱炉や冷延鋼板連続焼鈍ライン改造工事などの工事が進捗しまし

たが、期初受注残高が少なかったことから、売上高も前年同期比71.0％の4,822百万円に留まりました。

利益面につきましては、減収により、営業損失274百万円（前年同期は125百万円の損失）、経常損失178百万円（前

年同期は41百万円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失 234百万円（前年同期は21百万円の損失）となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

資産合計は受取手形及び売掛金の減少などにより、前期末比3,041百万円減少の43,655百万円となりました。

負債合計は買掛金の減少などにより、前期末比2,505百万円減少の23,502百万円となりました。

純資産合計は利益剰余金の減少などにより、前期末比535百万円減少の20,152百万円となり、自己資本比率は45.9％

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

2021年3月期連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を算定することが困難である

ことから未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報に基づき算定いたしました。詳細につきましては、本日

公表いたしました「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、分野別の受注高、売上高の通期見通しは以下の通りです。

（単位：百万円）

受注高 売上高

エネルギー分野 19,400 19,700

情報・通信分野 3,100 1,100

環境保全分野 2,400 2,700

その他 4,600 4,400

相殺消去 △2,500 △2,400

合計 27,000 25,500
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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

現金及び預金 8,658 10,430

受取手形及び売掛金 26,941 21,392

たな卸資産 1,619 1,997

その他 109 144

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 37,320 33,958

固定資産

有形固定資産 4,538 4,530

無形固定資産 149 209

投資その他の資産

投資有価証券 4,336 4,542

その他 378 441

貸倒引当金 △27 △27

投資その他の資産合計 4,687 4,956

固定資産合計 9,375 9,696

資産合計 46,696 43,655

負債の部

流動負債

電子記録債務 2,088 3,320

買掛金 10,545 7,049

短期借入金 9,300 9,288

引当金 289 1

その他 2,234 2,333

流動負債合計 24,457 21,993

固定負債

長期借入金 688 596

退職給付に係る負債 170 167

その他 692 745

固定負債合計 1,551 1,509

負債合計 26,008 23,502
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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)

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 12,309 11,614

自己株式 △252 △253

株主資本合計 19,777 19,082

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 934 1,099

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 24 6

退職給付に係る調整累計額 △147 △142

その他の包括利益累計額合計 812 964

非支配株主持分 98 106

純資産合計 20,687 20,152

負債純資産合計 46,696 43,655
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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 6,790 4,822

売上原価 5,839 4,104

売上総利益 951 717

販売費及び一般管理費 1,076 992

営業損失（△） △125 △274

営業外収益

受取配当金 85 92

その他 17 16

営業外収益合計 103 109

営業外費用

支払利息 9 13

為替差損 9 -

その他 0 0

営業外費用合計 19 13

経常損失（△） △41 △178

税金等調整前四半期純損失（△） △41 △178

法人税等 △38 42

四半期純損失（△） △3 △221

非支配株主に帰属する四半期純利益 17 13

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △21 △234
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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)

四半期純損失（△） △3 △221

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △162 164

繰延ヘッジ損益 2 0

為替換算調整勘定 5 △23

退職給付に係る調整額 2 4

その他の包括利益合計 △152 146

四半期包括利益 △155 △74

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △174 △82

非支配株主に係る四半期包括利益 19 8
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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 2019年4月～2019年6月 2020年4月～2020年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 5,506 81.1 3,599 74.6 △1,907

情報・通信 292 4.3 400 8.3 108

環境保全 423 6.2 497 10.3 74

その他 1,078 15.9 770 16.0 △308

相殺消去 △511 △7.5 △446 △9.2 65

合 計 6,790 100.0 4,822 100.0 △1,968

（うち、海外） (1,030) (15.2) (1,294) (26.8) (264)

　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 2019年4月～2019年6月 2020年4月～2020年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 5,254 86.7 2,173 66.1 △3,081

情報・通信 122 2.0 85 2.6 △37

環境保全 538 8.9 1,053 32.0 515

その他 587 9.7 537 16.3 △50

相殺消去 △440 △7.3 △560 △17.0 △120

合 計 6,061 100.0 3,289 100.0 △2,772

（うち、海外） (1,906) (31.5) (436) (13.3) (△1,470)

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 2019年4月～2019年6月 2020年4月～2020年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 27,281 89.1 11,610 74.3 △15,671

情報・通信 1,106 3.6 408 2.6 △698

環境保全 1,013 3.3 1,799 11.5 786

その他 1,540 5.0 2,345 15.0 805

相殺消去 △322 △1.0 △528 △3.4 △206

合 計 30,619 100.0 15,635 100.0 △14,984

（うち、海外） (4,449) (14.5) (3,330) (21.3) (△1,119)
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