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1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年6月30日）

(2) 連結財政状態

(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 ％

29年3月期第1四半期 6,234 42.2 △242 ― △194 ― △209 ―
28年3月期第1四半期 4,383 △2.1 △681 ― △622 ― △627 ―

（注）包括利益 29年3月期第1四半期 △508百万円 （―％） 28年3月期第1四半期 △318百万円 （―％）

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

29年3月期第1四半期 △2.69 ―
28年3月期第1四半期 △8.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第1四半期 35,825 18,390 51.1
28年3月期 39,665 19,365 48.6
（参考）自己資本 29年3月期第1四半期 18,317百万円 28年3月期 19,292百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

28年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
29年3月期 ―
29年3月期（予想） ― ― 6.00 6.00

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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 5.1 △450 ― △400 ― △350 ― △4.50
通期 34,000 3.7 900 32.9 1,000 26.2 800 46.6 10.28



(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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。

※ 注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年3月期1Q 78,000,000 株 28年3月期 78,000,000 株
② 期末自己株式数 29年3月期1Q 167,302 株 28年3月期 166,471 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期1Q 77,833,165 株 28年3月期1Q 77,842,648 株
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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、雇用情勢には改善が見られましたが、円高の進行などにより

企業の設備投資は伸び悩み、国内景気は足踏み状態が継続しました。また、海外では、米国や欧州で緩やかな景気

回復基調が続きましたものの、中国や東南アジア経済の減速が継続し、経済の先行きは一層不透明な状況となりま

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、海外では中国向け液

晶関連精密塗工装置や東南アジア向けアルミ連続塗装ライン、インド向け加熱炉省エネ化実証事業などを、国内で

は鉄鋼向け省エネ型取鍋予熱装置や自動車部品熱処理設備などの成約を得て、受注高は8,103百万円（前年同期比

102.1％）となりました。

売上面につきましては、国内鉄鋼向け省エネ型加熱炉や連続亜鉛メッキライン改造工事などを着実に納入し、売

上高は6,234百万円（前年同期比142.2％）となりました。

利益面につきましては、売上高の増加に伴い、営業損失242百万円（前年同期は営業損失681百万円）、経常損失

194百万円（前年同期は経常損失622百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失209百万円（前年同期は親会社株

主に帰属する四半期純損失627百万円）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の減少などにより、前期末比3,839百万円減少の35,825百万円となりました。

負債合計は買掛金の減少などにより、前期末比2,864百万円減少の17,434百万円となりました。

純資産合計は利益剰余金の減少などにより、前期末比975百万円減少の18,390百万円となり、自己資本比率は51.1

％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28年５月13日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。

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。

（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）

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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,714 4,701

受取手形及び売掛金 21,504 19,974

有価証券 209 408

たな卸資産 1,342 1,507

その他 164 187

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 29,926 26,772

固定資産

有形固定資産 4,771 4,715

無形固定資産 171 156

投資その他の資産

投資有価証券 4,263 3,668

その他 574 554

貸倒引当金 △41 △41

投資その他の資産合計 4,796 4,180

固定資産合計 9,739 9,053

資産合計 39,665 35,825

負債の部

流動負債

電子記録債務 1,566 2,252

買掛金 11,371 8,271

短期借入金 2,800 2,891

引当金 311 4

その他 2,094 2,059

流動負債合計 18,144 15,479

固定負債

長期借入金 1,188 1,096

退職給付に係る負債 214 194

その他 753 665

固定負債合計 2,155 1,955

負債合計 20,299 17,434
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28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 10,451 9,775

自己株式 △44 △44

株主資本合計 18,128 17,451

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,144 838

繰延ヘッジ損益 17 40

為替換算調整勘定 56 38

退職給付に係る調整累計額 △54 △50

その他の包括利益累計額合計 1,163 866

非支配株主持分 73 72

純資産合計 19,365 18,390

負債純資産合計 39,665 35,825
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第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)

売上高 4,383 6,234

売上原価 4,152 5,537

売上総利益 230 696

販売費及び一般管理費 911 938

営業損失（△） △681 △242

営業外収益

受取配当金 53 52

その他 15 15

営業外収益合計 68 68

営業外費用

支払利息 9 8

為替差損 - 9

その他 1 2

営業外費用合計 10 20

経常損失（△） △622 △194

税金等調整前四半期純損失（△） △622 △194

法人税等 11 12

四半期純損失（△） △633 △206

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（△）

△6 2

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △627 △209
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第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)

四半期純損失（△） △633 △206

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 318 △305

繰延ヘッジ損益 △12 22

為替換算調整勘定 3 △22

退職給付に係る調整額 5 3

その他の包括利益合計 315 △301

四半期包括利益 △318 △508

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △312 △506

非支配株主に係る四半期包括利益 △6 △1
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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。
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４．補足情報

（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27年4月～平成27年6月 平成28年4月～平成28年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 3,474 79.3 5,340 85.7 1,866

情報・通信 360 8.2 388 6.2 28

環境保全 244 5.6 229 3.7 △15

その他 735 16.8 772 12.4 37

相殺消去 △432 △9.9 △496 △8.0 △64

合 計 4,383 100.0 6,234 100.0 1,851

（うち、海外） (1,065) (24.3) (1,012) (16.2) (△53)

　

　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27年4月～平成27年6月 平成28年4月～平成28年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 5,748 72.4 5,108 63.0 △640

情報・通信 737 9.3 1,967 24.3 1,230

環境保全 666 8.4 248 3.1 △418

その他 1,376 17.4 1,119 13.8 △257

相殺消去 △592 △7.5 △340 △4.2 252

合 計 7,936 100.0 8,103 100.0 167

（うち、海外） (1,967) (24.8) (5,029) (62.1) (3,062)

　

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27年4月～平成27年6月 平成28年4月～平成28年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 19,958 82.3 17,405 79.9 △2,553

情報・通信 1,020 4.2 2,162 9.9 1,142

環境保全 1,855 7.7 661 3.0 △1,194

その他 2,159 8.9 1,736 8.0 △423

相殺消去 △758 △3.1 △176 △0.8 582

合 計 24,235 100.0 21,789 100.0 △2,446

（うち、海外） (5,893) (24.3) (9,651) (44.3) (3,758)
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