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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 17,662 19.6 777 ― 876 ― 616 ―

2019年3月期第2四半期 14,769 33.6 △92 ― 6 ― △20 ―

（注）包括利益 2020年3月期第2四半期　　368百万円 （15.9％） 2019年3月期第2四半期　　317百万円 （632.3％）

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 80.33 ―

2019年3月期第2四半期 △2.62 ―

(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 47,087 20,859 44.1

2019年3月期 42,731 20,955 48.9

（参考）自己資本 2020年3月期第2四半期 20,756百万円 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、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 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2Q 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2Q 121,642 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2Q 7,678,544 株 2019年3月期2Q 7,779,604 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２四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に緩やかな回復基調で推移しまし

た。しかし、米中貿易摩擦の長期化や中国景気の減速などで、輸出や生産が弱含みとなり、製造業を中心に企業の業

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。

当社グループの関連する市場のうち、鉄鋼業界では鋼材需要の減少と鋼材市況の急速な悪化を背景に設備投資圧縮

の動きが見られました。自動車業界においても、中国を始めとして、世界規模で生産台数が減少する中、設備投資に

慎重な態度が広がりました。一方、ディスプレー業界では、高級スマートフォンの有機ＥＬシフトがさらに進んだも

のの、中小型フレキシブル有機ＥＬパネル市場の需要停滞により、一部に設備導入時期の先送りが発生しました。

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

レス製造設備や中国向けフレキシブルディスプレー関連精密塗工装置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52.7％の12,385百万円に留まりました。

売上面につきましては、銅ストリップ連続焼鈍ラインや鉄鋼向け省エネ型加熱炉などの工事が進捗し、売上高は前

年同期比119.6％の17,662百万円となりました。

利益面につきましては、増収効果により、営業利益777百万円（前年同期は92百万円の損失）、経常利益876百万円

（前年同期は6百万円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純利益616百万円（前年同期は20百万円の損失）と損益

は大きく改善しました。

各分野別の概況は次のとおりです。

（エネルギー分野）

受注面では、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のほか、自動車部品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9,444百万円（前年同期比47.8％）に留まりました。

一方、売上面では、自動車部品熱処理設備を納入したほか、銅ストリップ連続焼鈍ラインや鉄鋼向け省エネ型加熱

炉、金属ストリップ連続ゴムコーティングラインや高級特殊鋼板連続焼鈍ラインなどの工事が進捗し、売上高は

14,937百万円（前年同期比138.8％）と増加しました。

（情報・通信分野）

受注面では、中国向けフレキシブルディスプレー関連精密塗工装置などの成約を得ましたが、投資時期の先送りが

続き、受注高は948百万円（前年同期比54.4％）に留まりました。

売上面では、ベトナム向け薄板ガラス用熱処理設備改造工事や国内向けフレキシブルディスプレー関連オーブンな

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もあり、売上高は780百万円（前年同期比50.5％）に留ま

りました

（環境保全分野）

受注面では、蓄熱式排ガス処理装置のほか、活性コークス用ロータリーキルンなどの成約を得て、受注高は1,215百

万円（前年同期比76.4％）となりました。

売上面では、蓄熱式排ガス処理装置や活性炭用ロータリーキルンなどを納入し、売上高は1,158百万円（前年同期比

71.2％）となりました。

（その他）

受注面では、海外子会社において、中国向けステンレス製造設備用機器や蓄熱式排ガス処理装置などの成約を得て、

1,835百万円（前年同期比124.7％）と増加しました。

売上面では、中国向け自動車部品用熱処理設備などを納入し、売上高は1,851百万円（前年同期比106.2％）と増加

いたしました。
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（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増加などにより、前期末比4,356百万円増加の47,087百万

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4,452百万円増加の26,228百万円となりました。

純資産合計はその他有価証券評価差額金の減少などにより、前期末比96百万円減少の20,859百万円となり、自己資

本比率は44.1％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

当第２四半期連結累計期間の業績は予想以上の工事進捗により前年同期に比べ大きく改善しましたが、通期の連結

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 22,000 29,900

情報・通信分野 4,300 2,500

環境保全分野 2,500 2,300

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 5,169 6,123

受取手形及び売掛金 25,147 28,930

たな卸資産 1,600 1,654

その他 172 160

貸倒引当金 △7 △9

流動資産合計 32,082 36,860

固定資産

有形固定資産 4,721 4,613

無形固定資産 156 157

投資その他の資産

投資有価証券 5,310 4,958

その他 501 538

貸倒引当金 △41 △41

投資その他の資産合計 5,770 5,455

固定資産合計 10,648 10,226

資産合計 42,731 47,087

負債の部

流動負債

電子記録債務 1,855 2,609

買掛金 11,166 9,621

短期借入金 3,807 10,050

引当金 291 300

その他 2,478 1,646

流動負債合計 19,600 24,228

固定負債

長期借入金 1,188 1,130

退職給付に係る負債 171 168

その他 815 701

固定負債合計 2,175 2,000

負債合計 21,775 26,228
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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)

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 11,805

自己株式 △251 △252

株主資本合計 19,118 19,273

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 1,490

繰延ヘッジ損益 2 2

為替換算調整勘定 28 16

退職給付に係る調整累計額 △7 △27

その他の包括利益累計額合計 1,756 1,482

非支配株主持分 80 102

純資産合計 20,955 20,859

負債純資産合計 42,731 47,087
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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 14,769 17,662

売上原価 12,768 14,706

売上総利益 2,000 2,955

販売費及び一般管理費 2,093 2,177

営業利益又は営業損失（△） △92 777

営業外収益

受取配当金 86 86

その他 42 45

営業外収益合計 128 132

営業外費用

支払利息 15 22

為替差損 － 10

その他 14 1

営業外費用合計 30 34

経常利益 6 876

税金等調整前四半期純利益 6 876

法人税等 25 233

四半期純利益又は四半期純損失（△） △19 643

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 26

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△20 616
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △19 643

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 350 △241

繰延ヘッジ損益 3 △0

為替換算調整勘定 △24 △13

退職給付に係る調整額 7 △19

その他の包括利益合計 337 △274

四半期包括利益 317 368

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 320 342

非支配株主に係る四半期包括利益 △3 25
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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利益 6 876

減価償却費 185 184

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 1

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の
増減額

8 △13

受取利息及び受取配当金 △87 △87

支払利息 15 22

売上債権の増減額（△は増加） 3,916 △3,795

たな卸資産の増減額（△は増加） △544 △67

仕入債務の増減額（△は減少） △1,178 △775

未成工事受入金の増減額（△は減少） 42 △184

その他 △224 △450

小計 2,138 △4,289

利息及び配当金の受取額 87 87

利息の支払額 △15 △24

法人税等の支払額 △240 △320

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,970 △4,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 100 -

有形固定資産の取得による支出 △247 △102

無形固定資産の取得による支出 △15 △35

投資有価証券の取得による支出 △121 △2

その他 0 △62

投資活動によるキャッシュ・フロー △283 △202

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） △21 5,992

長期借入れによる収入 400 400

長期借入金の返済による支出 △208 △208

配当金の支払額 △466 △460

非支配株主への配当金の支払額 △33 △3

自己株式の取得による支出 △2 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △332 5,719

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29 △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,324 955

現金及び現金同等物の期首残高 6,724 5,137

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,049 6,092
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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。

（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2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
増減

部 門 2018年4月～2018年9月 2019年4月～2019年9月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 10,762 72.9 14,937 84.6 4,175

情報・通信 1,546 10.5 780 4.4 △766

環境保全 1,627 11.0 1,158 6.5 △469

その他 1,742 11.8 1,851 10.5 109

相殺消去 △910 △6.2 △1,064 △6.0 △154

合 計 14,769 100.0 17,662 100.0 2,893

（うち、海外） (3,501) (23.7) (2,088) (11.8) (△1,413)

②受注高

　（単位：百万円）

　 前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
増減

部 門 2018年4月～2018年9月 2019年4月～2019年9月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 19,765 84.2 9,444 76.3 △10,321

情報・通信 1,743 7.4 948 7.7 △795

環境保全 1,590 6.8 1,215 9.8 △375

その他 1,471 6.2 1,835 14.8 364

相殺消去 △1,088 △4.6 △1,058 △8.6 30

合 計 23,483 100.0 12,385 100.0 △11,098

（うち、海外） (3,532) (15.0) (4,048) (32.7) (516)

　③受注残高

　（単位：百万円）

　 前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
増減

部 門 2018年4月～2018年9月 2019年4月～2019年9月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 29,518 82.7 22,041 84.7 △7,477

情報・通信 2,166 6.1 1,445 5.6 △721

環境保全 2,843 8.0 957 3.7 △1,886

その他 2,119 5.9 1,947 7.5 △172

相殺消去 △964 △2.7 △379 △1.5 585

合 計 35,684 100.0 26,011 100.0 △9,673

（うち、海外） (4,973) (13.9) (5,473) (21.0) (500)
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