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1. 2021年7月期第2四半期の連結業績（2020年8月1日～2021年1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7月期第2四半期 4,283 △14.9 516 2.8 517 2.9 358 2.2

2020年7月期第2四半期 5,033 30.8 502 39.3 502 38.5 350 39.2

（注）包括利益 2021年7月期第2四半期　　361百万円 （3.1％） 2020年7月期第2四半期　　350百万円 （43.1％）

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

2021年7月期第2四半期 202.66 ―

2020年7月期第2四半期 198.43 ―

(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7月期第2四半期 8,657 4,747 54.8

2020年7月期 9,055 4,448 49.1

（参考）自己資本 2021年7月期第2四半期 4,747百万円 2020年7月期 4,448百万円

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7月期 ― 25.00 ― 35.00 60.00

2021年7月期 ― 25.00

2021年7月期（予想） ― 35.00 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 ： 有

3. 2021年 7月期の連結業績予想（2020年 8月 1日～2021年 7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 8,200 △3.8 746 △10.7 750 △10.7 535 △5.8 302.82

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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7月期2Q 1,798,800 株 2020年7月期 1,798,800 株

② 期末自己株式数 2021年7月期2Q 32,056 株 2020年7月期 32,056 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年7月期2Q 1,766,744 株 2020年7月期2Q 1,766,315 株

（注）期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式が含まれております。

※ 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いては、添付資料2ページ「１. 当四半期決算に関する定性的情報（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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用環境の悪化や

企業収益の大幅な減少が続くなど、景気は厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のなか、当社グループは「連結グループの安定成長基盤整備の時期」と位置づけた第６次中期経

営計画（2021年７月期～2023年７月期）を策定し、さらなる成長に向けて、グローバル展開の拡大とグループ会社

間の事業連携強化を重要課題として取り組んでまいりました。

当第２四半期連結累計期間における売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響により、海外案件において当初

計画では上半期の売上予定としていた案件の下半期へのずれ込みが発生したこと等により、前年同期に比べ750百万

円の減収となりました。一方で利益につきましては、包装機械事業において売上総利益率が改善したこと、グルー

プ全体で販売費を中心に経費が抑制されたこと等により、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利

益は前年同期に比べ増益となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は4,283百万円（前年同期比14.9%減）、営業利益は516百

万円（前年同期比2.8%増）、経常利益は517百万円（前年同期比2.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

358百万円（前年同期比2.2%増）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(包装機械事業)

製袋自動包装機の販売実績が増加したものの、主力商品であるメカトロハイスペック包装機を中心とした給袋

自動包装機の販売実績が減少したことに伴い、売上高は4,049百万円（前年同期比7.2%減）となりました。利益に

つきましては、売上総利益率が改善したこと及び販売費を中心に経費が抑制されたこと等に伴い、営業利益は561

百万円（前年同期比19.1%増）となりました。

(生産機械事業)

大型プラント案件の販売実績が減少したことに伴い、売上高は234百万円（前年同期比65.1%減）、営業損失は

44百万円（前年同期は営業利益31百万円）となりました。

なお当社グループの各四半期の売上高は、受注案件の売上計上時期の偏りと高額案件の有無等により、大きく変

動する傾向にあります。一方、販売費及び一般管理費は比較的変動が少ないことから、利益につきましても、売上

高に大きく影響されることとなり、各四半期の業績は大きく変動する傾向があります。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は8,657百万円となり、前連結会計年度末に比べて397百万円減少

いたしました。この主たる要因は、現金及び預金が499百万円増加したものの、棚卸資産が456百万円、売上債権及

びファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額の合計額が360百万円、それぞれ減少したこと等によりま

す。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は3,910百万円となり、前連結会計年度末に比べて696百万円減少

いたしました。この主たる要因は、仕入債務が466百万円、借入金が155百万円、それぞれ減少したこと等によりま

す。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は4,747百万円となり、前連結会計年度末に比べて298百万円増

加いたしました。この主たる要因は、利益剰余金が295百万円増加したこと等によります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年７月期通期の連結業績予想につきましては、2020年９月４日に公表いたしました連結業績予想から修正を

行っております。詳細につきましては、本日付で公表いたしました「2021年７月期通期連結業績予想の修正及び期

末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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
(2020年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,776,948 2,276,831

受取手形及び売掛金 1,613,236 1,376,977

電子記録債権 150,064 111,236

仕掛品 2,064,011 1,629,817

原材料及び貯蔵品 430,004 407,911

未収入金 255,987 162,200

その他 83,416 75,857

流動資産合計 6,373,670 6,040,833

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 427,940 422,025

土地 785,645 786,692

その他（純額） 42,789 22,420

有形固定資産合計 1,256,376 1,231,139

無形固定資産

のれん 586,941 568,694

技術資産 529,006 512,560

その他 110,126 106,617

無形固定資産合計 1,226,074 1,187,873

投資その他の資産 199,347 197,713

固定資産合計 2,681,798 2,616,726

資産合計 9,055,468 8,657,559

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,585,830 1,221,198

電子記録債務 348,456 246,334

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 105,996 93,808

未払法人税等 130,719 153,721

前受金 1,115,541 1,123,246

役員賞与引当金 28,750 －

製品保証引当金 26,663 22,346

受注損失引当金 － 24,210

その他 352,792 262,634

流動負債合計 3,794,749 3,147,500

固定負債

長期借入金 416,686 373,376

株式給付引当金 25,950 30,725

退職給付に係る負債 40,457 38,654

その他 328,639 319,952

固定負債合計 811,732 762,707

負債合計 4,606,482 3,910,207
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 251,577 251,577

資本剰余金 306,392 306,392

利益剰余金 3,953,124 4,248,262

自己株式 △65,912 △65,912

株主資本合計 4,445,180 4,740,318

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,383 11,637

為替換算調整勘定 △6,577 △4,604

その他の包括利益累計額合計 3,805 7,032

純資産合計 4,448,986 4,747,351

負債純資産合計 9,055,468 8,657,559
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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８月１日
　至 2020年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年８月１日
　至 2021年１月31日)

売上高 5,033,591 4,283,312

売上原価 3,753,227 3,058,382

売上総利益 1,280,364 1,224,930

販売費及び一般管理費 777,563 708,251

営業利益 502,801 516,678

営業外収益

受取利息 146 144

受取配当金 416 437

仕入割引 1,376 1,543

その他 1,830 1,334

営業外収益合計 3,770 3,460

営業外費用

支払利息 2,744 1,064

為替差損 882 1,541

その他 30 15

営業外費用合計 3,658 2,621

経常利益 502,913 517,517

特別損失

固定資産売却損 424 －

固定資産除却損 218 812

特別損失合計 643 812

税金等調整前四半期純利益 502,270 516,704

法人税、住民税及び事業税 136,816 160,981

法人税等調整額 14,959 △2,321

法人税等合計 151,775 158,660

四半期純利益 350,495 358,044

親会社株主に帰属する四半期純利益 350,495 358,044
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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８月１日
　至 2020年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年８月１日
　至 2021年１月31日)

四半期純利益 350,495 358,044

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 143 1,254

為替換算調整勘定 △150 1,973

その他の包括利益合計 △7 3,227

四半期包括利益 350,488 361,271

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 350,488 361,271
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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。

（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。

（セグメント情報）

前第２四半期連結累計期間（自 2019年８月１日　至 2020年１月31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包装機械 生産機械 計

売上高

外部顧客への売上高 4,361,342 672,249 5,033,591 － 5,033,591

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 4,361,342 672,249 5,033,591 － 5,033,591

セグメント利益 471,427 31,074 502,501 300 502,801

(注) １ セグメント利益の調整額300千円は、セグメント間取引の消去であります。

２ セグメント利益は、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８月１日　至 2021年１月31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包装機械 生産機械 計

売上高

外部顧客への売上高 4,049,158 234,153 4,283,312 － 4,283,312

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 484 484 △484 －

計 4,049,158 234,637 4,283,796 △484 4,283,312

セグメント利益又は損失(△) 561,254 △44,875 516,378 300 516,678

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額300千円は、セグメント間取引の消去であります。

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。

　


