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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年９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２四半期 93,910 4.6 △4,132 － △4,824 － △3,091 －

2019年３月期第２四半期 89,773 △1.1 △4,766 － △4,865 － △3,442 －
(注)包括利益 2020年３月期第２四半期 △4,247百万円( －％) 2019年３月期第２四半期 △3,391百万円( －％)
　

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２四半期 △68.14 －

2019年３月期第２四半期 △75.87 －

※ 当社は、2018年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。これに伴い、前連結
会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算出しております。

（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２四半期 259,015 80,649 30.0
2019年３月期 265,586 84,497 31.5

(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 77,816百万円 2019年３月期 83,720百万円
　

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 － 4.00 － 25.00 －

2020年３月期 － 25.00

2020年３月期(予想) － － －

(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、2018年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施いたしましたが、2019年３月期第２
四半期末の配当実績につきましては、当該株式併合前の配当の金額を記載しております。
　2020年３月期期末の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 260,000 6.1 11,500 11.3 10,800 6.6 7,800 1.9 171.91
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

2019年７月31日に公表いたしました連結業績予想を本資料において修正しております。詳細は、添付資料Ｐ.３
「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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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） 、除外 ― 社（社名）
　　

（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 ： 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
　　

（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２Ｑ 45,527,540株 2019年３月期 45,527,540株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 156,421株 2019年３月期 156,040株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 45,371,354株 2019年３月期２Ｑ 45,373,554株

（注）前連結会計年度の期首に株式併合が行われたと仮定して、「期中平均株式数」を算定しております。

※ 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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予想数値と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Ｐ.３「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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

　四半期決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しています。
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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２四半期連結累計期間の経営成績は、以下のとおりであります。

　なお、当社グループでは、電力会社や官公庁向けの各種電気設備や、自治体向け浄水場・下水処理場向け電気設

備等において、年度末に売上高が集中する傾向があります。そのため、例年、第２四半期の売上高については、年

間の実績値に対して相対的に低い水準にとどまっております。

(単位:百万円)

2019年３月期
第２四半期累計期間

2020年３月期
第２四半期累計期間

増減額 増減率(％)

売 上 高 89,773 93,910 4,136 4.6

営 業 損 失 △4,766 △4,132 634 －

経 常 損 失 △4,865 △4,824 40 －

親会社株主に帰属する
四 半 期 純 損 失

△3,442 △3,091 350 －

セグメント別の状況は次のとおりであります。売上高につきましては、セグメント間の取引を含んでおります。

① 社会インフラ事業セグメント

　主に水インフラ分野において、昨年度末に発生した工期延期案件の売上計上により増収となりました。また、前

年同期は海外民需案件の原価悪化が発生した事により、前年同期比では増益となりました。その結果、売上高は前

年同期比1.4％増の48,795百万円、営業損失は1,457百万円改善の4,773百万円となりました。

② 産業システム事業セグメント

　電動力分野は、ＰＨＥＶ・ＥＶ向けモータ・インバータの需要が好調に推移し、沼津インバータ工場の新ライン

稼働もあり、増収となりました。一方、電子機器分野では、半導体市場の調整局面が続いている影響で、半導体製

造装置向け部品が低調に推移した事により、大幅な減益となりました。その結果、売上高は前年同期比7.1％増の

29,308百万円、営業利益は1,375百万円悪化の674百万円となりました。

　半導体製造装置向け部品の市場動向を引き続き注視してまいります。

③ 保守・サービス事業セグメント

ＢＣＰや省エネ対応、設備延命化需要の高まりを背景に、電気設備の保守・点検、維持・運転管理までを一括し

て請け負うワンストップサービスの取組みや、民間工場・施設の「ウォークスルー活動」を通した設備診断・提案

活動を積極的に展開し、業績は堅調に推移しております。その結果、売上高は前年同期比12.7％増の13,033百万円、

営業利益は777百万円改善の12百万円となりました。

④ 不動産事業セグメント

売上高は前年同期並みの1,741百万円、営業利益は73百万円悪化の713百万円となりました。

⑤ その他

売上高は前年同期比9.1％増の9,438百万円、営業利益は87百万円改善の357百万円となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」）比6,570百万円減少し、259,015

百万円となりました。

流動資産は、前期末に計上した売上債権の回収が進み、前期末比11,545百万円減少し142,185百万円となりまし

た。

固定資産は、ＥＶ用部品の生産ラインの増強及びイームル工業株式会社の連結に伴う有形固定資産の増加により、

前期末比4,975百万円増加の116,830百万円となりました。

負債は、支払手形及び買掛金の減少等により、前期末比2,722百万円減少し178,366百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上及び剰余金の配当に伴

い、前期末比3,848百万円減少して80,649百万円となりました。この結果、自己資本比率は前期末の31.5%から30.0%

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

　通期の業績予想につきましては、売上高は前回発表予想通りの見込みであります。

　利益面につきましては、持分法適用会社の連結化の影響等により、営業利益は前回発表値を上回りますが、経常

利益、および親会社株主に帰属する当期純利益は、前回発表予想通りの見込みであります。

　 2020年３月期通期連結業績予想数値の修正（2019年４月１日～2020年３月31日）

売上高
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

親会社株主に帰属
する当期純利益
（百万円）

１株当たり
当期純利益

（円)

前回発表予想（Ａ） 260,000 11,000 10,800 7,800 171.91

今回修正予想（Ｂ） 260,000 11,500 10,800 7,800 171.91

増 減 額（Ｂ－Ａ） － 500 － － －

増 減 率（ ％ ） － 4.5 － － －

（ご参考）前期実績
（2019年３月期）

245,033 10,336 10,128 7,653 168.68
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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２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,687 16,151

受取手形及び売掛金 87,453 56,352

電子記録債権 6,507 6,348

商品及び製品 4,478 4,637

仕掛品 32,694 46,847

原材料及び貯蔵品 5,476 5,289

その他 4,556 6,667

貸倒引当金 △123 △109

流動資産合計 153,731 142,185

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 36,878 38,480

機械装置及び運搬具（純額） 10,389 10,441

土地 12,601 12,964

建設仮勘定 1,188 2,941

その他（純額） 2,272 4,388

有形固定資産合計 63,330 69,216

無形固定資産

ソフトウエア 5,433 5,745

のれん 4,645 4,325

その他 1,129 786

無形固定資産合計 11,208 10,857

投資その他の資産

投資有価証券 20,149 17,773

長期貸付金 30 32

繰延税金資産 15,129 16,856

その他 2,044 2,131

貸倒引当金 △38 △38

投資その他の資産合計 37,315 36,755

固定資産合計 111,854 116,830

資産合計 265,586 259,015
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 33,685 28,650

電子記録債務 5,046 4,276

短期借入金 9,928 10,801

未払金 13,490 6,518

未払法人税等 1,838 496

前受金 14,473 20,845

賞与引当金 7,124 7,112

製品保証引当金 1,422 1,316

受注損失引当金 1,106 1,084

その他 16,664 13,901

流動負債合計 104,779 95,003

固定負債

社債 5,000 11,000

長期借入金 24,593 24,404

退職給付に係る負債 43,145 43,362

環境対策引当金 426 425

その他 3,143 4,169

固定負債合計 76,308 83,362

負債合計 181,088 178,366

純資産の部

株主資本

資本金 17,070 17,070

資本剰余金 11,923 11,402

利益剰余金 49,665 45,439

自己株式 △186 △187

株主資本合計 78,472 73,723

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,973 6,347

繰延ヘッジ損益 6 3

為替換算調整勘定 1,085 283

退職給付に係る調整累計額 △2,817 △2,541

その他の包括利益累計額合計 5,247 4,092

非支配株主持分 777 2,832

純資産合計 84,497 80,649

負債純資産合計 265,586 259,015
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 89,773 93,910

売上原価 69,986 73,081

売上総利益 19,786 20,828

販売費及び一般管理費 24,552 24,960

営業損失（△） △4,766 △4,132

営業外収益

受取利息 17 20

受取配当金 353 350

受取賃貸料 50 51

持分法による投資利益 64 18

その他 305 274

営業外収益合計 791 715

営業外費用

支払利息 289 362

為替差損 21 241

出向者関係費 82 98

訴訟関連費用 253 362

その他 243 343

営業外費用合計 890 1,408

経常損失（△） △4,865 △4,824

特別利益

段階取得に係る差益 － 365

特別利益合計 － 365

特別損失

固定資産除却損 － 12

その他 0 7

特別損失合計 0 20

税金等調整前四半期純損失（△） △4,866 △4,479

法人税、住民税及び事業税 251 220

法人税等調整額 △1,472 △1,606

法人税等合計 △1,220 △1,386

四半期純損失（△） △3,645 △3,093

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △202 △1

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △3,442 △3,091
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純損失（△） △3,645 △3,093

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 241 △626

繰延ヘッジ損益 3 △3

為替換算調整勘定 △251 △801

退職給付に係る調整額 260 276

その他の包括利益合計 254 △1,154

四半期包括利益 △3,391 △4,247

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,201 △4,246

非支配株主に係る四半期包括利益 △190 △0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △4,866 △4,479

減価償却費 4,214 4,347

のれん償却額 295 287

引当金の増減額（△は減少） 745 △120

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 284 553

受取利息及び受取配当金 △371 △371

支払利息 289 362

持分法による投資損益（△は益） △64 △18

段階取得に係る差損益（△は益） － △365

売上債権の増減額（△は増加） 47,117 37,283

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,858 △14,064

仕入債務の増減額（△は減少） △8,782 △13,408

その他 △3,568 △3,309

小計 19,435 6,697

利息及び配当金の受取額 407 421

利息の支払額 △271 △347

法人税等の支払額 △3,926 △3,074

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,645 3,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,072 △6,824

投資有価証券の売却による収入 － 254

関係会社株式の取得による支出 － △9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 1,649

その他 △403 △271

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,476 △5,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △594 937

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

△6,000 －

長期借入れによる収入 － 88

長期借入金の返済による支出 △475 △2

社債の発行による収入 － 6,000

配当金の支払額 △1,135 △1,133

非支配株主への配当金の支払額 △8 △3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△531 △521

その他 △30 △270

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,774 5,094

現金及び現金同等物に係る換算差額 61 △223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,455 3,367

現金及び現金同等物の期首残高 9,236 12,433

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 1 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,693 15,800
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（４）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。

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）

(1) 連結の範囲の重要な変更

　 第１四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社であったイームル工業株式会社の株式を追加取得し連

　 結子会社化したため、連結の範囲に含めております。

　 第１四半期連結会計期間において、新たに設立した明電舎（杭州）駆動技術有限公司を連結の範囲に含めてお

　 ります。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

　 第１四半期連結会計期間において、イームル工業株式会社を連結の範囲に含めたため、持分法適用関連会社か

　 ら除外しております。

（会計方針の変更）

国際財務報告基準を適用している子会社は、第１四半期連結会計期間より、国際財務報告基準第16号「リー

ス」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則としてすべてのリ

ースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしました。 IFRS第16号の適用にあたっては、経過措置

として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の有形固定資産の「その他」が1,260百万円増加し、流動負債の「そ

の他」が395百万円及び固定負債の「その他」が874百万円増加しております。なお、当第２四半期連結累計期間

の損益に与える影響は軽微であります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

　
四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

社会イン
フラ事業

産業シス
テム事業

保守・
サービス
事業

不動産
事業

小計

売上高

外部顧客への売上高 46,949 25,801 10,949 1,609 85,309 4,464 89,773 － 89,773

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,187 1,556 611 131 3,486 4,184 7,670 (7,670) －

計 48,136 27,357 11,560 1,740 88,795 8,648 97,443 (7,670) 89,773

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△6,231 2,050 △765 786 △4,160 269 △3,890 (875) △4,766

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他の製品販売、従業員の福

利厚生サービス、化成製品等を提供する事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△875百万円には、セグメント間取引消去371百万円、たな卸資

産の調整額△38百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,208百万円が含まれております。

　 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発部門等で行っている研究開発にかかる費用等であり

ます。

３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

　
四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

社会イン
フラ事業

産業シス
テム事業

保守・
サービス
事業

不動産
事業

小計

売上高

外部顧客への売上高 47,290 27,821 12,342 1,610 89,063 4,846 93,910 － 93,910

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,505 1,487 691 131 3,815 4,592 8,407 (8,407) －

計 48,795 29,308 13,033 1,741 92,879 9,438 102,318 (8,407) 93,910

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△4,773 674 12 713 △3,373 357 △3,016 (1,115) △4,132

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他の製品販売、従業員の福

利厚生サービス、化成製品等を提供する事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△1,115百万円には、セグメント間取引消去313百万円、たな卸

資産の調整額△57百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,371百万円が含まれております。

　 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発部門等で行っている研究開発にかかる費用等であり

ます。

３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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