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(百万円未満切捨て)

１．2020年12月期第２四半期の連結業績（2020年１月１日～2020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12月期第２四半期 5,083 △12.0 62 △84.7 82 △81.3 16 △94.7

2019年12月期第２四半期 5,779 △3.4 408 △34.7 440 △33.1 305 △30.5
(注) 包括利益 2020年12月期第２四半期 △23百万円( －％) 2019年12月期第２四半期 312百万円( △20.1％)
　

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12月期第２四半期 2.74 －

2019年12月期第２四半期 52.14 －
　

　

（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12月期第２四半期 21,496 12,775 59.4

2019年12月期 19,580 12,950 66.1
(参考) 自己資本 2020年12月期第２四半期 12,775百万円 2019年12月期 12,950百万円
　

　　

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12月期 － 0.00 － 30.00 30.00

2020年12月期 － 0.00

2020年12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 ： 有
2019年12月期期末配当金の内訳 普通配当 15円00銭 記念配当 10円00銭 特別配当 ５円00銭
2020年12月期の配当予想につきましては、現時点で業績予想を合理的に算定することが困難なため未定とさせてい
ただきます。

　

３．2020年12月期の連結業績予想（2020年１月１日～2020年12月31日）
2020年12月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウィルス感染症拡大がもたらす連結業績に与える影響を
現時点で合理的に算定することが困難なことから未定とさせていただきます。今後、連結業績予想の算定が可能とな
った段階で速やかに開示いたします。

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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 ： 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12月期２Ｑ 6,392,736株 2019年12月期 6,392,736株

② 期末自己株式数 2020年12月期２Ｑ 506,700株 2019年12月期 525,886株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期２Ｑ 5,872,449株 2019年12月期２Ｑ 5,859,393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、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、四半期決算短信（添付資料）３ペー
ジ「１．（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２四半期連結累計期間における我が国経済及び世界経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影

響により、多くの国において入国制限措置が取られると共に、国内においても緊急事態宣言発令による移動自粛要

請など、個人や企業の活動が大きく制限されたことにより、我が国を含め世界各国の経済活動は停滞し、極めて厳

しい状況が続きました。

このような状況下、巻線機事業において下期以降に売上を予定している案件が多いことや、一部輸出案件におい

て、新型コロナウイルス感染症による渡航制限措置の影響を受けたことに加え、送風機・住設関連事業において新

型コロナウイルス感染症の影響による売上の落ち込みもあり、売上高は5,083百万円(前年同四半期比12.0％減)とな

り、利益面につきましては、巻線機事業の自動車関連向け新製品の開発コスト増や、新型コロナウイルス感染症に

よる渡航制限のため、現地工事の外部委託等のコストが発生したこと、送風機・住設関連事業の売上減少等により、

営業利益は62百万円(前年同四半期比84.7％減)、経常利益は82百万円(前年同四半期比81.3％減)、親会社株主に帰

属する四半期純利益は16百万円(前年同四半期比94.7％減)となりました。

当第２四半期連結累計期間のセグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 巻線機事業

巻線機事業に関しては、受注残高は11,118百万円と高水準を維持しているため、生産は引き続き好調に推移

しているものの、前述の通り、下期以降に売上を予定している案件が多いことや、一部輸出案件において、新

型コロナウイルス感染症による渡航制限措置の影響を受けたことにより、売上高は3,186百万円(前年同四半期

比13.3％減)、また、セグメント利益は300百万円(前年同四半期比49.5％減)となりました。

なお、当社グループの巻線機事業は、完全受注生産で、案件ごとに仕様やボリューム、納期、検収条件等が

大きく異なるため、受注時期や売上時期が四半期並びに通期単位で大きく変動することがあります。

② 送風機・住設関連事業

送風機・住設関連事業に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響により主要取引先の生産活動が停滞し

工作機械向けを中心とする軸流ファンの売上が落ち込み、浴室照明器具及び全館空調システムを含む住宅換気

装置についても、新型コロナウイルス感染症の影響による主要取引先を含む営業活動自粛等により売上が落ち

込み、売上高は1,896百万円(前年同四半期比9.8％減)、セグメント損失は56百万円(前年同四半期は13百万円の

セグメント損失)となりました。

（２）財政状態に関する説明

１．資産、負債及び純資産の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて13.9％増加し、15,227百万円となりました。これは主に、現金及び

預金が2,275百万円、商品及び製品が520百万円、仕掛品が767百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が

1,817百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.0％増加し、6,268百万円となりました。この結果、総資産は、前

連結会計年度末に比べて9.8％増加し、21,496百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて34.2％増加し、8,349百万円となりました。これは主に、短期借入金

が3,047百万円、前受金が1,101百万円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が884百万円、未払金が1,283百万

円それぞれ減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて9.1％減少し、371百万円となりました。この結果、負債合計は、前

連結会計年度末に比べて31.5％増加し、8,720百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.4％減少し、12,775百万円となりました。これは主に、配当金の

支払い等により利益剰余金が159百万円減少したこと等によるものであります。
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２．キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ2,375百万円（95.6％）増加し、4,858百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べ739百万円（56.8％）減少し、561百万円となりました。収入

の主な内訳は、売上債権の減少額1,334百万円、前受金の増加額1,106百万円等であります。また、支出の主な

内訳は、たな卸資産の増加額1,305百万円、仕入債務の減少額897百万円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は前年同期に比べ998百万円（1,848.1％）増加し、1,052百万円となりました。

支出の主な内訳は、新工場建設に伴う有形固定資産の取得による支出1,128百万円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は2,871百万円となりました（前年同期は176百万円の支出）。収入の主な内訳

は、短期借入れによる収入3,047百万円であります。また、支出の主な内訳は配当金の支払額174百万円等であ

ります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想については、巻線機事業の主要な納入先が海外のため、新型コロナウイルス感染症がもたらす渡航制限

並びに各国の入国制限措置等により、当社製品の現地据付、試運転等の日程が確定できないことや、送風機・住設

関連事業の市場に新型コロナウイルス感染症の影響が発生しており、現時点では業績に与える影響を合理的に算定

することが困難であるため、2020年２月14日に公表した業績予想を一旦取下げ、未定といたしました。

なお、業績予想の開示につきましては、合理的な算定が可能となった段階で、速やかに公表いたします。

詳細につきましては、本日(2020年8月11日)別途開示しております「2020年12月期第２四半期連結累計期間の業績

予想数値と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

い。
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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12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,583,702 4,858,839

受取手形及び売掛金 4,104,217 2,286,906

電子記録債権 398,386 877,932

商品及び製品 2,107,368 2,628,207

仕掛品 2,989,863 3,757,170

原材料及び貯蔵品 661,343 669,464

その他 530,269 150,837

貸倒引当金 △2,809 △1,758

流動資産合計 13,372,343 15,227,600

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,622,238 4,646,994

減価償却累計額 △1,923,294 △1,990,973

建物及び構築物（純額） 2,698,943 2,656,021

機械装置及び運搬具 1,621,975 1,633,546

減価償却累計額 △1,119,395 △1,176,392

機械装置及び運搬具（純額） 502,580 457,154

工具、器具及び備品 1,420,620 1,450,606

減価償却累計額 △1,164,055 △1,183,553

工具、器具及び備品（純額） 256,565 267,052

土地 1,578,886 1,578,301

建設仮勘定 16,071 9,996

有形固定資産合計 5,053,047 4,968,526

無形固定資産

ソフトウエア 71,101 74,318

電話加入権 3,043 3,043

その他 1,157 106

無形固定資産合計 75,302 77,469

投資その他の資産

投資有価証券 353,151 316,151

退職給付に係る資産 288,959 286,620

繰延税金資産 409,101 583,381

その他 28,765 36,507

投資その他の資産合計 1,079,977 1,222,661

固定資産合計 6,208,327 6,268,657

資産合計 19,580,671 21,496,257
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,878,309 1,993,627

短期借入金 － 3,047,621

未払金 1,525,535 242,356

未払法人税等 372,860 274,392

前受金 1,097,184 2,198,725

賞与引当金 70,066 63,841

アフターサービス引当金 82,491 72,194

その他 194,689 456,543

流動負債合計 6,221,138 8,349,303

固定負債

繰延税金負債 34,934 31,447

退職給付に係る負債 175,821 165,940

資産除去債務 19,940 20,102

その他 178,235 154,092

固定負債合計 408,931 371,583

負債合計 6,630,069 8,720,887

純資産の部

株主資本

資本金 1,250,816 1,250,816

資本剰余金 1,816,387 1,827,121

利益剰余金 10,335,029 10,175,111

自己株式 △369,003 △355,669

株主資本合計 13,033,229 12,897,380

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 89,194 62,315

繰延ヘッジ損益 16,697 15,162

為替換算調整勘定 △188,520 △199,488

その他の包括利益累計額合計 △82,628 △122,009

純資産合計 12,950,601 12,775,370

負債純資産合計 19,580,671 21,496,257
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 5,779,276 5,083,278

売上原価 4,276,786 3,895,702

売上総利益 1,502,490 1,187,576

販売費及び一般管理費 1,093,615 1,125,096

営業利益 408,874 62,480

営業外収益

受取利息 603 193

受取配当金 4,877 4,563

受取賃貸料 6,778 6,544

為替差益 5,991 －

作業くず売却益 6,993 4,218

その他 9,004 20,975

営業外収益合計 34,249 36,494

営業外費用

支払利息 96 2,010

為替差損 － 13,468

賃貸費用 967 －

減価償却費 1,167 1,046

その他 4 1

営業外費用合計 2,236 16,527

経常利益 440,887 82,447

特別利益

固定資産売却益 799 1,884

投資有価証券売却益 15 －

特別利益合計 815 1,884

税金等調整前四半期純利益 441,703 84,331

法人税、住民税及び事業税 182,071 234,423

法人税等調整額 △45,855 △166,179

法人税等合計 136,215 68,244

四半期純利益 305,487 16,087

親会社株主に帰属する四半期純利益 305,487 16,087
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益 305,487 16,087

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,511 △26,879

繰延ヘッジ損益 5,118 △1,534

為替換算調整勘定 △4,513 △10,967

その他の包括利益合計 7,116 △39,381

四半期包括利益 312,603 △23,294

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 312,603 △23,294
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６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 441,703 84,331

減価償却費 162,794 214,802

投資有価証券売却損益（△は益） △15 －

固定資産除売却損益（△は益） △799 △1,884

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △599 △9,880

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 2,023 2,338

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,088 △6,117

アフターサービス引当金の増減額（△は減少） △687 △10,169

貸倒引当金の増減額（△は減少） △217 △1,051

受注損失引当金の増減額（△は減少） △218,419 －

受取利息及び受取配当金 △5,481 △4,756

支払利息 96 2,010

売上債権の増減額（△は増加） 434,663 1,334,753

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,601,247 △1,305,988

未収消費税等の増減額（△は増加） △76,317 358,380

仕入債務の増減額（△は減少） 1,162,453 △897,051

未払金の増減額（△は減少） 16,418 △262,482

前受金の増減額（△は減少） 766,838 1,106,249

その他 172,316 280,030

小計 1,250,435 883,515

利息及び配当金の受取額 4,433 4,170

利息の支払額 △96 △2,010

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 45,864 △324,384

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,300,637 561,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 64,800 100,000

有形固定資産の取得による支出 △97,663 △1,128,689

有形固定資産の売却による収入 3,762 1,884

無形固定資産の取得による支出 △23,665 △15,050

投資有価証券の取得による支出 △1,818 △599

投資有価証券の売却による収入 98 －

長期貸付けによる支出 － △7,800

長期貸付金の回収による収入 54 240

その他 393 △2,704

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,037 △1,052,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 3,047,850

自己株式の取得による支出 △154 △211

配当金の支払額 △174,617 △174,843

その他 △1,368 △1,368

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,140 2,871,427

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,372 △4,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,057,086 2,375,137

現金及び現金同等物の期首残高 3,560,155 2,483,702

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,617,241 4,858,839
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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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

当社グループでは、固定資産の減損会計等の会計上の見積りについて、四半期連結財務諸表作成時において入

手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響につきましては一定

期間継続し、2021年前半までに徐々に回復が見込まれることを前提としております。

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の広がりにともなう経済活動への影響等には不確定要素も多いため、

前提に変化が生じた場合、当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（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 2019年１月１日 至 2019年６月30日)

１．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：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２巻線機事業

送風機・住設
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,676,979 2,102,296 5,779,276 － 5,779,276

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 502 502 △502 －

計 3,676,979 2,102,798 5,779,778 △502 5,779,276

セグメント利益
又は損失（△）

594,835 △13,003 581,831 △172,956 408,874

　(注)１.セグメント利益又は損失の調整額△172,956千円の主なものは、各報告セグメントに配分していない全社

費用であり当社の管理部門に係る費用等であります。

　 ２.セグメント利益又は損失は、四半期連結財務諸表の営業利益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 2020年１月１日 至 2020年６月30日)

１．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：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２巻線機事業

送風機・住設
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,186,422 1,896,856 5,083,278 － 5,083,278

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 483 483 △483 －

計 3,186,422 1,897,340 5,083,762 △483 5,083,278

セグメント利益
又は損失（△）

300,546 △56,197 244,348 △181,868 62,480

　(注)１.セグメント利益又は損失の調整額△181,868千円の主なものは、各報告セグメントに配分していない全社

費用であり当社の管理部門に係る費用等であります。

　 ２.セグメント利益又は損失は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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