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(百万円未満切捨て)

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 93,783 △13.2 3,807 △37.6 3,824 △34.4 2,107 △42.6

2020年３月期第２四半期 108,098 9.7 6,099 50.7 5,826 35.8 3,670 13.2
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 2,658百万円(△21.9％) 2020年３月期第２四半期 3,404百万円( 16.8％)

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 32.05 －

2020年３月期第２四半期 56.30 －

（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 202,324 85,021 41.6

2020年３月期 214,157 83,680 38.7
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 84,173百万円 2020年３月期 82,946百万円

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 － 66.00 － 21.00 87.00

2021年３月期 － 19.00

2021年３月期(予想) － 19.00 38.00

(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 210,000 △7.6 8,500 △33.8 8,700 △29.7 5,000 △32.2 76.05
(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 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（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 70,000,000株 2020年３月期 70,000,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 4,255,202株 2020年３月期 4,254,897株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 65,744,985株 2020年３月期２Ｑ 65,188,216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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。
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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、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴い、国内

外における移動制限や生産活動の一時休止など、経済活動の大幅制限を余儀なくされた結果、国内景気が急速に悪

化するなど、極めて厳しい状況で推移いたしました。

こうした中、当社グループは、３カ年の中期経営計画の最終年度を迎え、厳しい制約条件の下、当初掲げた諸施

策について、可能な範囲で推進してまいりました。

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い営業及び生産活

動が低調に推移した影響により、受注高は102,329百万円(前年同期比12.2％減)、売上高は93,783百万円(同13.2％

減)となりました。なお、当第２四半期末の受注残高は179,961百万円(同3.0％減)であります。

損益面は、営業利益は3,807百万円(同37.6％減)、経常利益は3,824百万円(同34.4％減)、親会社株主に帰属する

四半期純利益は2,107百万円(同42.6％減)となりました。

当社グループのセグメント別経営成績の概要は次のとおりであります。

(航空機)

防衛省向けは、受注は減少し、売上は増加いたしました。

また、民需関連は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりボーイング社向け製品の受注及び生産機

数が減少したことなどから、受注、売上ともに減少いたしました。

この結果、当セグメントの受注高は6,386百万円(前年同期比65.3％減)、売上高は13,251百万円(同29.8％減)と

なり、営業損益は167百万円の損失(前年同期は1,009百万円の利益)となりました。

なお、当第２四半期末の受注残高は33,736百万円(前年同期比30.7％減)であります。

(特装車)

車体等の製造販売は、受注、売上ともに減少いたしました。

また、保守・修理事業は、受注、売上ともに増加いたしました。

このほか、林業用機械等は、受注、売上ともに減少いたしました。

この結果、当セグメントの受注高は46,843百万円(前年同期比11.6％減)、売上高は43,675百万円(同6.3％減)と

なり、営業利益は3,136百万円(同13.3％減)となりました。

なお、当第２四半期末の受注残高は64,172百万円(同5.2％増)であります。

(産機・環境システム)

流体製品は、受注は増加し、売上は減少いたしました。

また、メカトロニクス製品は、自動電線処理機、真空製品、いずれも受注及び売上が減少した結果、分野全体で

も受注、売上ともに減少いたしました。

このほか、環境関連事業は、受注はプラント事業の新設案件の寄与等により増加したものの、売上は減少いたし

ました。

この結果、当セグメントの受注高は18,559百万円(前年同期比0.2％減)、売上高は14,022百万円(同11.1％減)と

なり、営業損益は96百万円の損失(前年同期は33百万円の損失)となりました。

なお、当第２四半期末の受注残高は24,743百万円(前年同期比31.6％増)であります。

(パーキングシステム)

機械式駐車設備は、新設案件の受注が好調だった前期に比べ、受注、売上ともに減少いたしました。

また、航空旅客搭乗橋は、受注は増加し、売上は減少いたしました。

この結果、当セグメントの受注高は18,452百万円(前年同期比7.4％減)、売上高は15,437百万円(同16.9％減)と

なり、営業利益は1,653百万円(同21.9％減)となりました。

なお、当第２四半期末の受注残高は43,027百万円(同0.2％減)であります。
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(その他)

建設事業において、受注は大口案件の寄与等により増加したものの、売上が減少した結果、当セグメントの受注

高は12,087百万円(前年同期比83.7％増)、売上高は7,396百万円(同10.5％減)となり、営業利益は515百万円(同6.4

％減)となりました。

なお、当第２四半期末の受注残高は14,280百万円(同2.9％増)であります。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期末における総資産は、たな卸資産は増加したものの、売上債権を回収したことなどにより前連結会

計年度末に比べて11,833百万円減少し202,324百万円となりました。負債は、仕入債務の減少などにより、前連結

会計年度末に比べて13,174百万円減少し117,303百万円となりました。純資産は、配当金の支払いはあったものの、

親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したことなどにより前連結会計年度末に比べて1,340百万円増加し

85,021百万円となりました。これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の38.7％から41.6％に上昇いたし

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７月31日に公表した業績予想から変更しておりません。
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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 19,342 21,535

受取手形及び売掛金 67,223 49,496

電子記録債権 14,532 12,525

商品及び製品 3,808 3,971

仕掛品 18,562 21,990

原材料及び貯蔵品 20,127 21,305

その他 3,932 3,392

貸倒引当金 △71 △69

流動資産合計 147,457 134,148

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,306 18,391

その他（純額） 22,765 20,838

有形固定資産合計 38,072 39,229

無形固定資産 2,550 3,690

投資その他の資産

その他 26,109 25,286

貸倒引当金 △32 △30

投資その他の資産合計 26,077 25,255

固定資産合計 66,700 68,176

資産合計 214,157 202,324
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 27,464 20,298

1年内償還予定の社債 800 800

短期借入金 1,946 2,046

1年内返済予定の長期借入金 2,433 2,259

未払法人税等 2,366 948

工事損失引当金 3,961 3,664

その他 24,551 21,924

流動負債合計 63,524 51,943

固定負債

社債 3,200 2,800

長期借入金 49,187 48,074

退職給付に係る負債 12,772 12,755

その他 1,793 1,730

固定負債合計 66,953 65,359

負債合計 130,477 117,303

純資産の部

株主資本

資本金 15,981 15,981

資本剰余金 15,780 15,780

利益剰余金 58,587 59,314

自己株式 △6,081 △6,081

株主資本合計 84,268 84,995

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 541 923

土地再評価差額金 △376 △376

為替換算調整勘定 △48 △228

退職給付に係る調整累計額 △1,439 △1,139

その他の包括利益累計額合計 △1,322 △821

非支配株主持分 734 847

純資産合計 83,680 85,021

負債純資産合計 214,157 202,324
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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 108,098 93,783

売上原価 91,440 79,614

売上総利益 16,658 14,168

販売費及び一般管理費 10,558 10,361

営業利益 6,099 3,807

営業外収益

受取利息 13 30

受取配当金 103 266

持分法による投資利益 146 －

受取保険金 152 －

その他 61 105

営業外収益合計 479 402

営業外費用

支払利息 153 107

持分法による投資損失 － 13

為替差損 127 134

休止固定資産費用 14 22

借入手数料 265 43

債権流動化費用 140 21

その他 50 43

営業外費用合計 751 385

経常利益 5,826 3,824

特別利益

固定資産売却益 17 －

負ののれん発生益 － 90

特別利益合計 17 90

特別損失

固定資産売却損 15 －

固定資産処分損 296 39

新型コロナウイルス感染症による損失 － 614

特別損失合計 311 654

税金等調整前四半期純利益 5,532 3,259

法人税、住民税及び事業税 1,185 822

法人税等調整額 720 244

法人税等合計 1,905 1,066

四半期純利益 3,627 2,193

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（△）

△42 86

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,670 2,107
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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 3,627 2,193

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △174 382

為替換算調整勘定 △128 △170

退職給付に係る調整額 122 299

持分法適用会社に対する持分相当額 △42 △45

その他の包括利益合計 △223 465

四半期包括利益 3,404 2,658

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,478 2,608

非支配株主に係る四半期包括利益 △74 50
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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 5,532 3,259

減価償却費 2,595 2,710

売上債権の増減額（△は増加） 8,226 20,191

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,852 △4,205

仕入債務の増減額（△は減少） △4,111 △7,215

その他 △1,316 △3,471

小計 7,073 11,270

利息及び配当金の受取額 145 303

利息の支払額 △151 △108

法人税等の支払額 △2,407 △2,261

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,660 9,204

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 △4,947 △2,944

無形固定資産の取得による支出 △266 △290

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △1,156

その他 125 277

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,088 △4,112

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 826 122

短期借入金の返済による支出 △3,000 －

長期借入金の返済による支出 △112 △1,262

社債の償還による支出 － △400

配当金の支払額 △1,760 △1,380

その他 △111 △121

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,157 △3,042

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56 △59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,642 1,990

現金及び現金同等物の期首残高 21,952 19,342

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,309 21,332
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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。
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（セグメント情報）

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)

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：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)
航空機 特装車

産機・環境

システム

パーキング

システム
計

売上高

外部顧客への
売上高

18,870 46,625 15,769 18,574 99,839 8,259 108,098 － 108,098

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ 3 4 20 27 1,079 1,107 △1,107 －

計 18,870 46,628 15,773 18,594 99,867 9,338 109,205 △1,107 108,098

セグメント利益又
はセグメント損失
(△)

1,009 3,618 △33 2,117 6,712 551 7,263 △1,163 6,099

(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、建設事業、不動産事業、ソフトウ

ェア事業等を含んでおります。

２. セグメント利益の調整額△1,163百万円には、セグメント間取引消去△9百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,154百万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一般管

理費及び基礎的試験研究費であります。

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利益と調整を行っております。

　

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

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. 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)
航空機 特装車

産機・環境

システム

パーキング

システム
計

売上高

外部顧客への
売上高

13,251 43,675 14,022 15,437 86,387 7,396 93,783 － 93,783

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ 4 4 13 22 1,159 1,182 △1,182 －

計 13,251 43,679 14,026 15,451 86,409 8,555 94,965 △1,182 93,783

セグメント利益又
はセグメント損失
(△)

△167 3,136 △96 1,653 4,525 515 5,041 △1,234 3,807

(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、建設事業、不動産事業、ソフトウ

ェア事業等を含んでおります。

２. セグメント利益の調整額△1,234百万円には、セグメント間取引消去29百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△1,263百万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一般管理

費及び基礎的試験研究費であります。

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利益と調整を行っております。

　

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

「パーキングシステム」セグメントにおいて、ShinMaywa Aerobridge Singapore Pte. Ltd.、MKB Engineering

Sdn.Bhd.の株式を取得し、連結子会社としております。当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計

期間において、1,213百万円であります。
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