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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020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 ％

2021年3月期第2四半期 25,131 △8.0 △51 ― △19 ― △210 ―

2020年3月期第2四半期 27,321 2.2 646 3.3 852 13.2 511 5.8

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　△191百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　395百万円 （△12.5％）

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

2021年3月期第2四半期 △6.64 ―

2020年3月期第2四半期 16.10 ―

(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 ％

2021年3月期第2四半期 80,980 40,030 49.4

2020年3月期 85,558 40,645 47.5

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 39,987百万円 2020年3月期 40,598百万円

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

2020年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 15.00 15.00

（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. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021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 56,000 △6.8 0 △100.0 0 △100.0 0 △100.0 0.00

（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

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） 2021年3月期2Q 31,850,000 株 2020年3月期 31,850,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 90,935 株 2020年3月期 43,535 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 31,722,377 株 2020年3月期2Q 31,773,634 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、添付資料
３ページの「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。

(決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法)

当社は、2020年11月６日(金)に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。

当日使用する決算説明会資料は、開催後当社ホームページに掲載する予定です。
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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（2020年４月１日～2020年９月30日）における我が国経済は、緊急事態宣言の解除に

伴い、経済活動の再開が徐々に進められ個人消費にも持ち直しの動きがみられるものの、新型コロナウイルス感染

症の影響による企業収益の大幅な減少等、依然として厳しい状況となりました。また、世界経済におきましても、

経済活動の制限緩和や経済対策による需要の回復には地域差があり、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

当社の主要な販売先である造船・海運業界につきましては、世界の荷動きが停滞する中、船舶の稼働抑制に加

え、入港制限等の影響もあり、メンテナンス需要が低調に推移いたしました。

このような企業環境下、当社グループでは、企業活動が制限された中で、ウェブ商談等も活用し、営業活動に努

めてまいりました。また、生産オペレーションの改善に注力し、利益向上に努めてまいりましたが、当第２四半期

連結累計期間の売上高は25,131百万円（前年同四半期比8.0%減）となり、利益面におきましては、営業損失51百万

円（前年同四半期は646百万円の営業利益）、経常損失は19百万円（前年同四半期は852百万円の経常利益）、親会

社株主に帰属する四半期純損失は210百万円（前年同四半期は511百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）と

なりました。

当社および連結グループのセグメント別の業績は次のとおりであります。

　＜内燃機関部門＞

イ）舶用機関関連

メンテナンス関連の売上が減少したものの、機関売上では防衛省向けが寄与したこと等により、売上高は

22,235百万円（前年同四半期比4.2%減）、セグメント利益は1,733百万円（前年同四半期比7.7%減）となり

ました。

　ロ）陸用機関関連

機関売上が減少したことに加え、メンテナンス関連の売上が減少したこと等により、売上高は1,341百万

円（前年同四半期比48.5%減）、セグメント損失は786百万円（前年同四半期は187百万円のセグメント損

失）となりました。

従いまして、当部門の売上高は23,576百万円（前年同四半期比8.7%減）、セグメント利益は947百万円（前年同

四半期比43.9%減）となりました。

　＜その他の部門＞

　イ）産業機器関連

アルミホイール部門に関しましては、販売数の増加により売上高、セグメント利益とも増加となりまし

た。

　ロ）不動産賃貸関連

不動産賃貸関連に関しましては、売上高は微減となり、セグメント利益は減少となりました。

　ハ）売電関連

売電関連に関しましては、売上高は微減となり、セグメント利益は減少となりました。

　ニ）精密部品関連

精密部品関連に関しましては、売上高は微増となり、セグメント損失は拡大となりました。

従いまして、当部門の売上高は1,554百万円（前年同四半期比3.1%増）、セグメント利益は119百万円（前年同

四半期比11.7%増）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における資産の部では、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が、687百万円減

少し、20,483百万円となりました。受取手形及び売掛金につきましては、前連結会計年度末の売上債権の回収が進

み、5,617百万円減少となりました。一方でたな卸資産につきましては、2,104百万円増加となりました。その結果、

資産の部合計が、4,578百万円減少し、80,980百万円となりました。

負債の部では、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金と電子記録債務の合計が、2,324百万円減少とな

りました。また、短期借入金と長期借入金の合計につきましては、約定返済により、622百万円減少となりました。

さらに、法人税等の納付により未払法人税等が、316百万円減少となりました。その結果、負債の部合計が、3,963

百万円減少し、40,949百万円となりました。

純資産の部では、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金につきましては、配当金の支払等により、599百万円減

少となりました。その結果、純資産の部合計が、614百万円減少し、40,030百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、2020年10月22日に公表いたしました内容から変更はございませ

ん。

なお、本資料は発表日現在において入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際の金額は、今後の様々な要因

によって変動する場合があります。
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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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 21,170 20,483

受取手形及び売掛金 18,820 13,203

たな卸資産 12,974 15,079

その他 2,125 2,017

貸倒引当金 △13 △10

流動資産合計 55,078 50,773

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,254 9,927

機械装置及び運搬具（純額） 6,366 6,060

土地 5,088 5,084

建設仮勘定 132 485

その他（純額） 714 783

有形固定資産合計 22,554 22,341

無形固定資産 1,139 1,098

投資その他の資産

投資有価証券 2,583 2,497

長期貸付金 0 0

繰延税金資産 3,586 3,657

その他 671 666

貸倒引当金 △55 △55

投資その他の資産合計 6,786 6,766

固定資産合計 30,480 30,206

資産合計 85,558 80,980

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,661 6,235

電子記録債務 5,789 4,891

短期借入金 4,455 4,556

リース債務 511 490

未払法人税等 645 328

賞与引当金 670 697

役員賞与引当金 51 25

未払費用 2,724 2,520

その他 1,838 1,624

流動負債合計 24,347 21,370
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

固定負債

長期借入金 10,036 9,313

リース債務 737 627

役員退職慰労引当金 76 60

退職給付に係る負債 6,913 7,000

資産除去債務 193 194

その他 2,608 2,383

固定負債合計 20,565 19,579

負債合計 44,912 40,949

純資産の部

株主資本

資本金 2,434 2,434

資本剰余金 2,191 2,171

利益剰余金 36,578 35,978

自己株式 △28 △42

株主資本合計 41,175 40,542

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 155 143

為替換算調整勘定 △141 △162

退職給付に係る調整累計額 △591 △536

その他の包括利益累計額合計 △576 △554

非支配株主持分 46 43

純資産合計 40,645 40,030

負債純資産合計 85,558 80,980
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 27,321 25,131

売上原価 21,830 20,458

売上総利益 5,490 4,673

販売費及び一般管理費

販売費 3,693 3,606

一般管理費 1,150 1,118

販売費及び一般管理費合計 4,844 4,724

営業利益又は営業損失（△） 646 △51

営業外収益

受取利息 5 3

受取配当金 38 21

持分法による投資利益 7 －

業務受託料 23 17

貸倒引当金戻入額 1 3

雑収入 246 96

営業外収益合計 322 141

営業外費用

支払利息 51 46

持分法による投資損失 － 21

為替差損 14 29

雑損失 50 11

営業外費用合計 116 110

経常利益又は経常損失（△） 852 △19

特別利益

固定資産売却益 0 0

その他 15 －

特別利益合計 15 0

特別損失

固定資産売却損 2 0

固定資産廃棄損 9 11

特別損失合計 11 11

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

856 △31

法人税、住民税及び事業税 364 285

法人税等調整額 △17 △102

法人税等合計 347 183

四半期純利益又は四半期純損失（△） 508 △214

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △2 △3

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（△）

511 △210
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 508 △214

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 12 △12

為替換算調整勘定 △34 △0

退職給付に係る調整額 27 55

持分法適用会社に対する持分相当額 △118 △20

その他の包括利益合計 △113 22

四半期包括利益 395 △191

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 398 △188

非支配株主に係る四半期包括利益 △2 △3
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

856 △31

減価償却費 1,385 1,360

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △4 24

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19 △25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 98 85

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △448 △15

受取利息及び受取配当金 △43 △25

支払利息 51 46

有形固定資産売却損益（△は益） 2 0

固定資産廃棄損 9 11

売上債権の増減額（△は増加） 2,787 5,634

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,460 △2,104

仕入債務の増減額（△は減少） △16 △2,336

その他 346 △268

小計 2,543 2,352

利息及び配当金の受取額 43 25

利息の支払額 △51 △46

法人税等の支払額 △458 △777

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,077 1,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △665 △822

有形固定資産の売却による収入 2 3

無形固定資産の取得による支出 △6 △69

貸付金の回収による収入 0 0

定期預金の払戻による収入 397 333

定期預金の預入による支出 △352 △314

投資活動によるキャッシュ・フロー △624 △869
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 4,150 －

長期借入金の返済による支出 △2,420 △622

自己株式の取得による支出 △77 △62

配当金の支払額 △477 △476

短期借入金の純増減額（△は減少） △155 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △307 △272

財務活動によるキャッシュ・フロー 712 △1,434

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,115 △746

現金及び現金同等物の期首残高 20,143 20,495

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 68

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,259 19,818
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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）

当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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

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

舶用機関
関連

陸用機関
関連

計

売上高

外部顧客への
売上高

23,209 2,603 25,813 1,508 27,321 ― 27,321

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 23,209 2,603 25,813 1,508 27,321 ― 27,321

セグメント利益又
は損失(△)

1,877 △187 1,690 106 1,797 △1,150 646

(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、産業機器関連事業、不動産賃貸関連事

業、売電関連事業及び精密部品関連事業を含んでおります。

②セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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

当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) (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

舶用機関
関連

陸用機関
関連

計

売上高

外部顧客への
売上高

22,235 1,341 23,576 1,554 25,131 ― 25,131

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 22,235 1,341 23,576 1,554 25,131 ― 25,131

セグメント利益又
は損失(△)

1,733 △786 947 119 1,067 △1,118 △51

(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、産業機器関連事業、不動産賃貸関連事

業、売電関連事業及び精密部品関連事業を含んでおります。

②セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

③セグメント利益又は損失は、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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３．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

　1)生 産 実 績

当第２四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：百万円)

セグメントの名称 数 量 金 額
前年同四半期増減率

馬力 ％

　内燃機関部門

　 舶用機関関連 493,186 22,235 △4.2

　 陸用機関関連 10,016 1,341 △48.5

　その他の部門 ― 1,238 4.3

合 計 24,815 △8.1

（注）①金額は、販売価格によっております。

　 ②上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　2）受 注 実 績

当第２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメントの名称
受注高 受注残高

数 量 金 額
前年同四半期

増減率
数 量 金 額

前年同四半期
増減率

馬力 ％ 馬力 ％

　内燃機関部門

　 舶用機関関連 496,475 21,754 △1.5 1,186,367 26,715 △2.1

(10,584) (7,592)

　 陸用機関関連 30,354 4,014 △16.4 138,584 7,836 5.2

(163) (588)

　その他の部門 ― 1,305 1.3 ― 756 29.7

(―) (―)

合 計
27,074

△3.9
35,308

△0.1
(10,748) (8,181)

（注）①金額は、販売価格によっております。

　 ②（ ）内は輸出受注高、輸出受注残高を示し、内数であります。

　 ③上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　3）販 売 実 績

当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメントの名称 数量 金額 輸出比率 前年同四半期増減率

馬力 ％ ％

　内燃機関部門

　 舶用機関関連 493,186 22,235 51.3 △4.2

(11,407)

　 陸用機関関連 10,016 1,341 12.2 △48.5

(163)

　その他の部門 ― 1,554 ― 3.1

(―)

合 計
25,131

46.0 △8.0
(11,571)

（注）①（ ）内は輸出高を示し、内数であります。

　 ②主要な輸出地域及び割合は次のとおりであります。

　 アジア（70.0％）、欧州（19.4％）、中南米（6.6％）、北米（2.9％）、その他（1.1％）

　 ③「その他の部門」には精密部品関連（672百万円）、産業機器関連（565百万円）および不動産賃貸関連等

　 （316百万円）を含んでおります。

　 ④上記の金額には、消費税等は含まれておりません。


