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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 105,584 16.2 8,359 36.9 8,954 34.1 6,635 28.8

2020年３月期第３四半期 90,892 8.7 6,108 △15.0 6,679 △16.1 5,150 △8.6
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 7,178百万円( 43.0％) 2020年３月期第３四半期 5,019百万円( 29.3％)

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

2021年３月期第３四半期 81.73 ―

2020年３月期第３四半期 62.30 ―
　

（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３四半期 170,568 89,389 52.2

2020年３月期 163,498 85,040 51.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 88,988百万円 2020年３月期 84,643百万円

　

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 ― 13.00 ― 18.00 31.00

2021年３月期 ― 18.00 ―

2021年３月期(予想) 18.00 36.00
(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 135,000 0.4 10,800 12.5 11,500 11.6 8,400 12.8 103.45
(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
　

　

（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
　

詳細は、添付資料の８ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

　

（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３Ｑ 83,000,000株 2020年３月期 83,000,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 1,780,296株 2020年３月期 1,857,894株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 81,189,531株 2020年３月期３Ｑ 82,664,822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、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きましては、添付資料の３ページ「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
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）経営成績に関する説明
(単位：百万円)

セグメントの名称
当第３四半期連結累計期間 前年同期比増減額

受注高 売上高 営業損益 受注残高 受注高 売上高 営業損益

環境・エネルギー(国内)事業 135,869 87,133 8,947 386,058 60,439 14,958 1,936

環境・エネルギー(海外)事業 390 984 △73 138 △674 36 105

民生熱エネルギー事業 13,786 11,766 309 5,948 △555 △1,190 △211

設備・システム事業 7,300 6,052 771 4,701 2,192 843 511

計 157,346 105,937 9,956 396,846 61,401 14,647 2,342

調整額 △527 △353 △1,596 △296 △249 43 △90

合計 156,818 105,584 8,359 396,549 61,151 14,691 2,251

当社グループの当第３四半期連結累計期間における経営成績は、主に環境・エネルギー(国内)事

業の増加により受注高は前年同期に比べ61,151百万円増加の156,818百万円、売上高は14,691百万

円増加の105,584百万円となりました。

損益面においては、主に環境・エネルギー(国内)事業の増益により、前年同期に比べ営業利益は

2,251百万円増加の8,359百万円、経常利益は前年同期に比べ2,274百万円増加の8,954百万円、親会

社株主に帰属する四半期純利益は1,485百万円増加の6,635百万円となりました。

なお、新型コロナウイルス感染症による先行きの不透明感から、一部において設備投資意欲の減

退等も見られましたが、当第３四半期連結累計期間の経営成績において、重要な影響は見られてお

りません。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

［環境・エネルギー(国内)事業］

当第３四半期連結累計期間においては、引き続き堅調な需要の獲得に努め、ごみ処理プラント

のＤＢＯ事業（建設・運営事業）を含む新設工事３件、基幹改良工事２件、Ｏ＆М１件、バイオ

マス発電プラントの建設工事１件などのほか、下水汚泥焼却発電プラントの建設工事１件を受注

し、受注高は前年同期に比べ60,439百万円増加の135,869百万円となりました。売上高は主に受

注済みプラントの建設工事の進捗により前年同期に比べ14,958百万円増加の87,133百万円、営業

利益は1,936百万円増加の8,947百万円となりました。

［環境・エネルギー(海外)事業］

当第３四半期連結累計期間においては、新設プラント案件の受注がなかったことから、受注高

は前年同期に比べ674百万円減少の390百万円となりました。一方、売上高は受注済みのバガス燃

焼ボイラプラントの進捗により前年同期並みの984百万円、営業損益は105百万円改善し73百万円

の営業損失となりました。

［民生熱エネルギー事業］

当第３四半期連結累計期間においては、引き続き更新やメンテナンス需要の獲得に取り組んだ

ものの、新型コロナウイルス感染症などによる先行きの不透明感に伴う設備投資意欲の減退等の

影響により、受注高は前年同期に比べ555百万円減少の13,786百万円、売上高は1,190百万円減少

の11,766百万円、営業利益は211百万円減少の309百万円となりました。
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［設備・システム事業］

当第３四半期連結累計期間においては、半導体産業用設備を中心に堅調に推移し、前年同期に

比べ受注高は2,192百万円増加の7,300百万円、売上高は843百万円増加の6,052百万円、営業利益

は511百万円増加の771百万円となりました。

なお、環境・エネルギー(国内)事業においては、第４四半期も引き続きプラントなどの受注を見

込んでおり、受注済みプラントの建設工事も順調に進捗しております。当社グループの業績におい

て、新型コロナウイルス感染症による重要な影響は見られておらず、引き続き、今期目標の受注高

180,000百万円、経常利益11,500百万円の達成に向けて鋭意取り組んで参ります。

但し、新型コロナウイルス感染症の影響について、これまで以上に事態が深刻化した場合、需要

減退・発注延期に伴う新規受注の減少や受注済案件の納期延長に伴う売上の減少等の影響が生じる

可能性があります。

（２）財政状態に関する説明
当第３四半期連結会計期間末の総資産は170,568百万円と前連結会計年度末に比べ7,069百万円の

増加となりました。これは主に、現金及び預金が14,571百万円の減少となったものの、受取手形

及び売掛金が11,088百万円の増加、たな卸資産が2,826百万円の増加、投資有価証券が1,788百万

円の増加となったことによるものであります。

負債は81,178百万円と前連結会計年度末に比べ2,720百万円の増加となりました。これは主に、

未払法人税等が1,216百万円の減少となったものの、支払手形及び買掛金、電子記録債務があわせ

て4,237百万円の増加となったことによるものであります。

純資産は89,389百万円と前連結会計年度末に比べ4,349百万円の増加となりました。これは主に、

親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余金が3,712百万円の増加となったこと

によるものであります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は52.2％と前連結会計年度末に比べ0.4

ポイントの増加となりました。

なお、当第３四半期連結会計期間末の財政状態において、新型コロナウイルス感染症による重要

な影響は見られておりません。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
老朽化したごみ処理プラントの更新や延命化対策、エネルギー政策を背景としたバイオマス発電

プラントの建設など当社グループの主要製品には引き続き需要が見込まれております。一方で、新

型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大が続いており、先行き不透明な状況が継続しておりま

す。

このような状況の下、当社グループの2021年３月期の業績につきましては、当第３四半期連結累

計期間において堅調に推移しており、2020年５月13日に公表いたしました通期の連結業績予想に変

更はありません。

当社グループでは、通常の事業形態として、納期が連結会計年度末直前となる工事が多く、第４

四半期にかけて進捗、引渡しが多くなる傾向にあり、業績においても第４四半期での売上高が他の

四半期と比較して大きくなるなど季節的変動が大きいことから、業績管理については年次のみで行

うこととしております。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響が今後さらに拡大・深刻化した場合には、需要減退・発

注延期に伴う新規受注の減少、受注済案件の納期延長に伴う売上の減少等の影響が生じる可能性が

ありますが、現時点では上記の見通しには織り込んでおりません。影響拡大により業績予想の修正

が必要となった場合には、適時に開示してまいります。

・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大きく異なる可能性があります。
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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３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 46,145 31,573

受取手形及び売掛金 73,349 84,437

たな卸資産 4,681 7,507

その他 2,812 5,789

貸倒引当金 △19 △19

流動資産合計 126,967 129,287

固定資産

有形固定資産 8,420 9,653

無形固定資産 275 260

投資その他の資産

投資有価証券 15,629 17,418

その他 12,313 14,040

貸倒引当金 △108 △93

投資その他の資産合計 27,834 31,365

固定資産合計 36,530 41,280

資産合計 163,498 170,568
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 29,276 30,031

電子記録債務 14,680 18,162

短期借入金 550 602

未払法人税等 1,673 456

前受金 10,029 10,701

賞与引当金 3,153 1,975

製品保証引当金 164 73

工事損失引当金 3,401 2,557

関係会社整理損失引当金 833 1,360

その他 3,820 4,191

流動負債合計 67,582 70,113

固定負債

長期借入金 262 100

役員退職慰労引当金 220 226

退職給付に係る負債 10,110 10,466

その他 282 272

固定負債合計 10,875 11,065

負債合計 78,458 81,178

純資産の部

株主資本

資本金 13,367 13,367

資本剰余金 3,818 3,840

利益剰余金 66,243 69,956

自己株式 △2,178 △2,087

株主資本合計 81,250 85,077

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,764 4,228

繰延ヘッジ損益 3 △20

為替換算調整勘定 △2 3

退職給付に係る調整累計額 △373 △299

その他の包括利益累計額合計 3,392 3,911

非支配株主持分 397 400

純資産合計 85,040 89,389

負債純資産合計 163,498 170,568
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 90,892 105,584

売上原価 72,902 85,481

売上総利益 17,990 20,103

販売費及び一般管理費 11,881 11,743

営業利益 6,108 8,359

営業外収益

受取利息 13 16

受取配当金 463 430

持分法による投資利益 107 149

その他 93 132

営業外収益合計 677 729

営業外費用

支払利息 12 10

コミットメントフィー 21 21

固定資産処分損 46 81

その他 26 21

営業外費用合計 106 135

経常利益 6,679 8,954

特別利益

投資有価証券売却益 662 1,002

特別利益合計 662 1,002

特別損失

関係会社整理損失引当金繰入額 - 882

和解金 371 -

投資有価証券売却損 213 -

その他 28 105

特別損失合計 614 988

税金等調整前四半期純利益 6,727 8,968

法人税等 1,598 2,309

四半期純利益 5,129 6,658

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（△）

△20 23

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,150 6,635
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 5,129 6,658

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △176 464

繰延ヘッジ損益 △8 △24

為替換算調整勘定 5 6

退職給付に係る調整額 70 74

その他の包括利益合計 △109 520

四半期包括利益 5,019 7,178

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,037 7,154

非支配株主に係る四半期包括利益 △17 23
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（３）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。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、新たに設立した西知多ハイトラスト㈱を連結の範囲に含めてお

ります。

（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）

① 原価差異の繰延処理

季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込

まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。

② 税金費用の計算

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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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（セグメント情報）

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３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
(単位：百万円)

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

環境・
エネルギー
(国内)事業

環境・
エネルギー
(海外)事業

民生熱
エネルギー

事業

設備・
システム
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 72,032 933 12,922 5,003 90,892 ― 90,892

セグメント間の内部売上高
又は振替高

142 14 33 205 397 △397 ―

計 72,175 948 12,956 5,209 91,289 △397 90,892

セグメント利益又は損失(△) 7,010 △178 521 260 7,614 △1,505 6,108

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△1,505百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,620

百万円及びその他の調整額114百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない販売

費及び一般管理費であります。

２．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３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
(単位：百万円)

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

環境・
エネルギー
(国内)事業

環境・
エネルギー
(海外)事業

民生熱
エネルギー

事業

設備・
システム
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 86,874 982 11,729 5,997 105,584 ― 105,584

セグメント間の内部売上高
又は振替高

259 2 36 55 353 △353 ―

計 87,133 984 11,766 6,052 105,937 △353 105,584

セグメント利益又は損失(△) 8,947 △73 309 771 9,956 △1,596 8,359

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△1,596百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,710

百万円及びその他の調整額114百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない販売

費及び一般管理費であります。

２．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。
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３．予想補足資料

（１）セグメント別連結業績予想

(単位：百万円)

セグメントの名称

2021年３月期(予想)

受注高 売上高 受注残高

環境・エネルギー(国内)事業 154,500 110,500 381,322

環境・エネルギー(海外)事業 1,000 1,000 733

民生熱エネルギー事業 17,000 16,500 4,428

設備・システム事業 8,000 7,500 3,953

計 180,500 135,500 390,437

調整額 △ 500 △ 500 △ 122

合計 180,000 135,000 390,315

（２）連結設備投資額、減価償却費及び研究開発費予想
(単位：百万円)

2020年３月期(実績) 2021年３月期(予想) 増減

設備投資額 1,564 2,600 1,035

減価償却費 917 950 32

研究開発費 1,154 1,300 145

　


