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1. 2020年3月期第1四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第1四半期 4,020 13.2 △115 ― △107 ― △87 ―

2019年3月期第1四半期 3,551 △6.9 △345 ― △320 ― △223 ―

（注）包括利益 2020年3月期第1四半期　　△73百万円 （―％） 2019年3月期第1四半期　　△203百万円 （―％）

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

2020年3月期第1四半期 △2.23 ―

2019年3月期第1四半期 △5.71 ―

(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 ％

2020年3月期第1四半期 26,098 12,183 46.7

2019年3月期 25,958 12,335 47.5

（参考）自己資本 2020年3月期第1四半期 12,183百万円 2019年3月期 12,335百万円

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

2019年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

2020年3月期 ―

2020年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2020年３月期の期末配当予想につきましては、現時点では未定であります。

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 21,000 8.2 600 ― 630 ― 440 ― 11.27

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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 ： 無

(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） 2020年3月期1Q 39,095,000 株 2019年3月期 39,095,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期1Q 57,393 株 2019年3月期 57,393 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期1Q 39,037,607 株 2019年3月期1Q 39,037,607 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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については添付資料2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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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・所得環境及び企業収益が改善されるなど緩やかに回復

が続く一方で、景気の後退が懸念される状況で推移しました。また、海外においては、米中貿易摩擦の激化や、各

国の政策運営、英国のＥＵ離脱問題、地政学リスクの高まり等、先行き不透明な状況は継続するものと考えられま

す。

このような環境のもと、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は4,020百万円（前年同四半期比13.2%

増）、営業損失は115百万円（前年同四半期は営業損失345百万円）、経常損失は107百万円（前年同四半期は経常損

失320百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は87百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損

失223百万円）となりました。

当社の属する事業のうち造船及び船舶関連市場においては、低迷が続いていた海運マーケットは底を脱したとみ

られますが、船舶の供給過剰感は払拭されず、本格的な回復にはなお時間を要すると考えられます。一方、発電・

産業システム市場では、電力・ガスの自由化や2018年に閣議決定した第５次エネルギー基本計画による再生可能エ

ネルギーへの転換、震災・防災対策の分散型電源の普及促進等、エネルギー市場環境、電力需給の変化は継続して

おります。このような状況のなか、売上高は前期を上回りましたものの、機種構成による原価率の増加などが影響

し、損失を計上することとなりました。

当社グループは単一セグメントであるため、主要製品別に業績を示すと次のとおりであります。

船舶用電機システムについては、前年度の受注は持ち直したものの、造船市場の回復遅れによるそれ以前の受注

量の減少が影響し、売上高は1,694百万円（前年同四半期比2.8%減）となりました。

発電・産業システムについては、再生可能エネルギーへのシフトを背景に中小水力発電機が好調に推移したこと

により、売上高は2,325百万円（前年同四半期比28.7%増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産

流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ137百万円増加し、13,309百万円となりました。主な増加要因は、現

金及び現金同等物（現金及び預金、グループ預け金）の増加579百万円、仕掛品の増加594百万円等であります。一

方、主な減少要因は、売上債権（受取手形及び売掛金、電子記録債権）の減少1,161百万円であります。

固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ３百万円増加し、12,788百万円となりました。これは主に、投資そ

の他の資産が18百万円増加したことによります。

以上により、資産合計は前連結会計年度末に比べ140百万円増加し、26,098百万円となりました。

② 負債

流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ446百万円増加し、8,197百万円となりました。主な増加要因は、未

払金の増加81百万円、その他流動負債の増加596百万円等であります。一方、主な減少要因は、支払手形及び買掛金

の減少151百万円であります。

固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ153百万円減少し、5,717百万円となりました。これは主に、退職給

付に係る負債が132百万円減少したことによります。

以上により、負債合計は前連結会計年度末に比べ292百万円増加し、13,915百万円となりました。

③ 純資産

純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ151百万円減少し、12,183百万円となりました。株主資本は、剰余金の

配当78百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失87百万円等を反映し、164百万円の減少となっております。

以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の47.5%から46.7%へと0.8%減少いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期業績予想につきましては、概ね計画通りに推移しておりますので、現時点においては2019年５月10日に公表

いたしました通期業績予想は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：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 193,195 191,254

グループ預け金 2,036,065 2,617,116

受取手形及び売掛金 6,544,323 4,959,991

電子記録債権 1,518,434 1,941,207

商品及び製品 741,237 808,630

仕掛品 1,825,923 2,420,714

原材料及び貯蔵品 145,262 175,301

その他 178,960 204,365

貸倒引当金 △11,204 △8,844

流動資産合計 13,172,198 13,309,736

固定資産

有形固定資産

土地 8,215,336 8,214,072

その他（純額） 2,567,697 2,551,850

有形固定資産合計 10,783,034 10,765,922

無形固定資産 36,087 38,146

投資その他の資産 1,966,697 1,984,826

固定資産合計 12,785,819 12,788,895

資産合計 25,958,017 26,098,631

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,254,982 5,103,348

未払金 1,343,219 1,424,448

未払法人税等 50,786 12,464

引当金 250,842 209,067

その他 851,827 1,448,611

流動負債合計 7,751,657 8,197,940

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 2,449,897 2,449,510

引当金 53,250 5,808

退職給付に係る負債 3,348,203 3,215,565

資産除去債務 19,796 19,902

その他 - 26,586

固定負債合計 5,871,148 5,717,373

負債合計 13,622,806 13,915,314
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,232,562 2,232,562

資本剰余金 500,062 500,062

利益剰余金 4,507,955 4,343,697

自己株式 △10,076 △10,076

株主資本合計 7,230,504 7,066,246

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,378 9,506

土地再評価差額金 5,556,304 5,555,426

為替換算調整勘定 △25,246 △24,866

退職給付に係る調整累計額 △436,729 △422,997

その他の包括利益累計額合計 5,104,706 5,117,070

純資産合計 12,335,211 12,183,316

負債純資産合計 25,958,017 26,098,631
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 3,551,835 4,020,358

売上原価 2,847,459 3,285,762

売上総利益 704,375 734,595

販売費及び一般管理費 1,049,651 849,721

営業損失（△） △345,276 △115,125

営業外収益

受取利息 13,694 424

受取配当金 1,578 3,443

不動産賃貸料 8,057 8,057

その他 5,608 1,033

営業外収益合計 28,938 12,959

営業外費用

為替差損 - 2,588

固定資産除却損 1,776 1,435

その他 1,948 1,795

営業外費用合計 3,724 5,819

経常損失（△） △320,062 △107,985

税金等調整前四半期純損失（△） △320,062 △107,985

法人税、住民税及び事業税 3,385 4,395

法人税等調整額 △100,435 △25,321

法人税等合計 △97,050 △20,925

四半期純損失（△） △223,012 △87,059

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - -

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △223,012 △87,059
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純損失（△） △223,012 △87,059

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,498 △871

為替換算調整勘定 △4,318 380

退職給付に係る調整額 28,429 13,732

その他の包括利益合計 19,612 13,240

四半期包括利益 △203,399 △73,818

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △203,399 △73,818

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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。

（重要な後発事象）

(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)

当社は、2019年７月25日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式（以下「本新株式発行」

といいます。)の発行を行うことについて決議いたしました。

１．発行の概要

（１）払込期日 2019年８月20日

（２）発行する株式の種類及び数 当社普通株式 81,000株

（３）発行価額 １株につき 133円

（４）発行価額の総額 10,773,000円

（５）株式の割当ての対象者及び

　 その人数並びに割り当てる株式の数

当社の取締役（社外取締役を除く。）

　９名 81,000株

（６）その他
本新株式発行については、金融商品取引法による有価証

券通知書を提出しております。

２．発行の目的及び理由

当社は、2019年５月17日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といい

ます。）に対する長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役を対象とす

る新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議し、ま

た、2019年６月27日開催の第94期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とする

ための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額25百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株

式の譲渡制限期間を30年とすることにつき、ご承認をいただいております。
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