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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 6,790 13.2 △125 ― △41 ― △21 ―

2019年3月期第1四半期 5,998 56.2 △452 ― △365 ― △246 ―

（注）包括利益 2020年3月期第1四半期　　△155百万円 （―％） 2019年3月期第1四半期　　△229百万円 （―％）

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 △2.74 ―

2019年3月期第1四半期 △31.64 ―

(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 42,732 20,339 47.4

2019年3月期 42,731 20,955 48.9

（参考）自己資本 2020年3月期第1四半期 20,238百万円 2019年3月期 20,874百万円

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 ― ― ― 60.00 60.00

2020年3月期 ―

2020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

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、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) 15,000 1.6 △20 ― 70 ― 50 ― 6.51

通期 36,000 △2.9 1,100 11.4 1,200 3.6 900 19.2 117.21

（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 ： 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） 2020年3月期1Q 7,800,000 株 2019年3月期 7,800,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期1Q 121,438 株 2019年3月期 121,287 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期1Q 7,678,632 株 2019年3月期1Q 7,779,814 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

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・所得環境の改善を背景として緩やかな回復基調で推移し

ているものの、中国での景気減速が継続する中、輸出や生産、機械投資に弱さが見られ、製造業を中心とした企業の

業況判断に慎重さが増すなど、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、当社グループは業績確保に向けて積極的な受注活動を展開した結果、中国向けステン

レス製造設備や台湾向け省エネ型鉄鋼加熱炉、自動車部品各種熱処理設備などの成約を得ましたが、前年同期のよう

な大型案件が少なく、受注高は前年同期比48.8％の6,061百万円に留まりました。

売上面につきましては、国内向け銅ストリップ連続焼鈍ラインや国内向け省エネ型鉄鋼加熱炉などの工事が進捗し、

売上高は前年同期比113.2％の6,790百万円となりました。

利益面につきましては、増収効果により、営業損失125百万円（前年同期は452百万円の損失）、経常損失41百万円

（前年同期は365百万円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失21百万円（前年同期は246百万円の損失）と損

益は改善しました。

（２）財政状態に関する説明

資産合計は、現金及び預金の増加や受取手形及び売掛金の減少などにより、前期末比1百万円増加の42,732百万円と

なりました。

負債合計は短期借入金の増加などにより、前期末比617百万円増加の22,393百万円となりました。

純資産合計は利益剰余金の減少などにより、前期末比616百万円減少の20,339百万円となり、自己資本比率は47.4％

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

今後の見通しにつきましては、景気の先行きは不透明感が高い状況が継続するものと思われますが、連結業績予想

につきましては、2019年５月14日に公表いたしました予想を変更しておりません。

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 20,300 29,300

情報・通信分野 6,000 3,000

環境保全分野 2,500 2,400

その他 4,200 3,600

相殺消去 △2,000 △2,300

合計 31,000 36,000
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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
(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 5,169 5,641

受取手形及び売掛金 25,147 24,701

たな卸資産 1,600 1,881

その他 172 151

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 32,082 32,368

固定資産

有形固定資産 4,721 4,661

無形固定資産 156 165

投資その他の資産

投資有価証券 5,310 5,069

その他 501 508

貸倒引当金 △41 △41

投資その他の資産合計 5,770 5,537

固定資産合計 10,648 10,363

資産合計 42,731 42,732

負債の部

流動負債

電子記録債務 1,855 2,951

買掛金 11,166 8,383

短期借入金 3,807 6,795

引当金 291 8

その他 2,478 2,306

流動負債合計 19,600 20,445

固定負債

長期借入金 1,188 1,096

退職給付に係る負債 171 176

その他 815 674

固定負債合計 2,175 1,947

負債合計 21,775 22,393
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(単位：百万円)

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 6,176 6,176

資本剰余金 1,544 1,544

利益剰余金 11,649 11,167

自己株式 △251 △252

株主資本合計 19,118 18,636

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,732 1,570

繰延ヘッジ損益 2 5

為替換算調整勘定 28 32

退職給付に係る調整累計額 △7 △5

その他の包括利益累計額合計 1,756 1,602

非支配株主持分 80 100

純資産合計 20,955 20,339

負債純資産合計 42,731 42,732
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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 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 5,998 6,790

売上原価 5,399 5,839

売上総利益 598 951

販売費及び一般管理費 1,051 1,076

営業損失（△） △452 △125

営業外収益

受取配当金 84 85

その他 16 17

営業外収益合計 101 103

営業外費用

支払利息 7 9

為替差損 - 9

その他 6 0

営業外費用合計 14 19

経常損失（△） △365 △41

税金等調整前四半期純損失（△） △365 △41

法人税等 △115 △38

四半期純損失（△） △249 △3

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（△）

△3 17

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △246 △21
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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 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（△） △249 △3

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 35 △162

繰延ヘッジ損益 △4 2

為替換算調整勘定 △14 5

退職給付に係る調整額 3 2

その他の包括利益合計 20 △152

四半期包括利益 △229 △155

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △223 △174

非支配株主に係る四半期包括利益 △5 19
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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 2018年4月～2018年6月 2019年4月～2019年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 4,587 76.5 5,506 81.1 919

情報・通信 607 10.1 292 4.3 △315

環境保全 647 10.8 423 6.2 △224

その他 600 10.0 1,078 15.9 478

相殺消去 △443 △7.4 △511 △7.5 △68

合 計 5,998 100.0 6,790 100.0 792

（うち、海外） (1,271) (21.2) (1,030) (15.2) (△241)

　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 2018年4月～2018年6月 2019年4月～2019年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 9,609 77.4 5,254 86.7 △4,355

情報・通信 1,215 9.8 122 2.0 △1,093

環境保全 1,081 8.7 538 8.9 △543

その他 1,011 8.2 587 9.7 △424

相殺消去 △504 △4.1 △440 △7.3 64

合 計 12,414 100.0 6,061 100.0 △6,353

（うち、海外） (2,813) (22.7) (1,906) (31.5) (△907)

　

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 2018年4月～2018年6月 2019年4月～2019年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 25,538 76.4 27,281 89.1 1,743

情報・通信 2,578 7.7 1,106 3.6 △1,472

環境保全 3,315 9.9 1,013 3.3 △2,302

その他 2,837 8.5 1,540 5.0 △1,297

相殺消去 △849 △2.5 △322 △1.0 527

合 計 33,420 100.0 30,619 100.0 △2,801

（うち、海外） (6,518) (19.5) (4,449) (14.5) (△2,069)
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