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1. 2022年3月期第1四半期の連結業績（2021年4月1日～2021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 ％

2022年3月期第1四半期 16,052 10.4 △281 ― △274 ― △179 ―

2021年3月期第1四半期 14,538 △7.8 △402 ― △404 ― △257 ―

（注）包括利益 2022年3月期第1四半期　　△74百万円 （―％） 2021年3月期第1四半期　　△97百万円 （―％）

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

2022年3月期第1四半期 △7.17 ―

2021年3月期第1四半期 △10.30 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年3月期第1四半期 61,467 38,205 61.9 1,519.92

2021年3月期 67,626 39,014 57.5 1,552.01

（参考）自己資本 2022年3月期第1四半期 38,063百万円 2021年3月期 38,864百万円

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

2021年3月期 ― ― ― 29.00 29.00

2022年3月期 ―

2022年3月期（予想） ― ― 29.00 29.00

（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.　2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 37,400 13.7 1,000 25.8 1,000 30.2 700 27.7 27.95

通期 76,500 △0.1 4,000 △22.8 4,000 △24.2 2,800 △26.8 111.81

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正につきましては、本日（2021年7月30日）公表しました「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。



※ 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 ： 有

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

（注）詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記 （３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 （会計方針の変更）」をご覧ください。

(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） 2022年3月期1Q 29,172,000 株 2021年3月期 29,172,000 株

② 期末自己株式数 2022年3月期1Q 4,128,619 株 2021年3月期 4,130,641 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期1Q 25,042,307 株 2021年3月期1Q 25,038,325 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
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１四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に伴う影響等により、企業収益や

個人消費をはじめ、経済活動は全般的に厳しい状況が続いております。加えて、米中貿易摩擦の激化をはじめとす

る海外経済の不確実性や金融資本市場の変動等の要因から、先行き不透明な状況となっております。

防災・情報通信業界におきましても、感染拡大防止による経済活動の停滞や、企業間競争による低価格化の進行、

原材料価格・労務費の上昇による工事コストの高騰等、収益に影響を及ぼすリスクが継続しております。

このような状況のもと、当社グループは、全社を挙げて営業活動を推進してまいりました結果、受注高は24,148

百万円(前年同期比8.1％増)、売上高は16,052百万円(同10.4％増)と増加しました。これは、「収益認識に関する会

計基準」等の適用による影響や、海外事業における新型コロナウイルス感染症に伴う前年からの反動増によるもの

であります。また利益におきましても、営業損失は281百万円(前年同期は営業損失402百万円)、経常損失は274百万

円(前年同期は経常損失404百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は179百万円(前年同期は親会社株主に帰属

する四半期純損失257百万円) と、いずれも前年を上回る結果となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ6,158百万円減少し、

61,467百万円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産の減少によるものであります。

負債の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ5,349百万円減少し、23,262百万円となりました。こ

れは主に、その他に含まれる未払金の減少によるものであります。

また、純資産の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ808百万円減少し、38,205百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金の減少によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、2021年４月28日に公表いたしまし

た予想数値を修正しております。詳細につきましては、本日別途開示いたしました、「連結業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。

なお、業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今

後様々な要因により予想数値と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
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,513 12,827

受取手形及び売掛金 21,672 -

受取手形、売掛金及び契約資産 - 16,849

電子記録債権 2,975 3,642

製品 4,369 4,362

仕掛品 621 696

原材料 4,182 4,374

未成工事支出金 2,522 -

その他 582 664

貸倒引当金 △86 △86

流動資産合計 49,353 43,330

固定資産

有形固定資産

土地 3,970 3,970

その他（純額） 5,515 5,439

有形固定資産合計 9,485 9,409

無形固定資産

のれん 230 217

その他 855 788

無形固定資産合計 1,086 1,006

投資その他の資産

その他 7,897 7,916

貸倒引当金 △196 △195

投資その他の資産合計 7,700 7,720

固定資産合計 18,272 18,136

資産合計 67,626 61,467

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,864 3,432

電子記録債務 5,848 5,961

短期借入金 281 -

未払法人税等 1,716 265

工事損失引当金 384 469

製品補償引当金 134 226

リコール関連引当金 22 17

その他 9,780 6,313

流動負債合計 22,032 16,685

固定負債

役員退職慰労引当金 4 4

役員株式給付引当金 115 129

退職給付に係る負債 5,351 5,305

その他 1,108 1,136

固定負債合計 6,579 6,576

負債合計 28,612 23,262
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,798 3,798

資本剰余金 2,812 2,812

利益剰余金 36,104 35,194

自己株式 △4,517 △4,514

株主資本合計 38,197 37,290

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,143 1,051

土地再評価差額金 △641 △641

為替換算調整勘定 △472 △310

退職給付に係る調整累計額 637 673

その他の包括利益累計額合計 667 773

非支配株主持分 149 141

純資産合計 39,014 38,205

負債純資産合計 67,626 61,467
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 14,538 16,052

売上原価 10,181 11,413

売上総利益 4,357 4,639

販売費及び一般管理費 4,759 4,921

営業損失（△） △402 △281

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 44 43

その他 30 9

営業外収益合計 75 53

営業外費用

支払利息 6 4

為替差損 50 25

その他 20 17

営業外費用合計 76 46

経常損失（△） △404 △274

特別利益

有形固定資産売却益 1 1

特別利益合計 1 1

特別損失

有形固定資産除却損 - 0

減損損失 0 -

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純損失（△） △403 △272

法人税、住民税及び事業税 31 72

法人税等調整額 △170 △165

法人税等合計 △139 △92

四半期純損失（△） △264 △180

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △6 △0

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △257 △179
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純損失（△） △264 △180

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 131 △91

為替換算調整勘定 △3 162

退職給付に係る調整額 38 35

その他の包括利益合計 166 105

四半期包括利益 △97 △74

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △91 △73

非支配株主に係る四半期包括利益 △6 △0
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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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。)等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工

事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合に

は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法

に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、

予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合

理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益

を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当

第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま

す。

これによる利益剰余金に与える影響は軽微であります。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示

することとしました。なお、収益認識会計基準第89－２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度

について新たな表示方法による組替えを行っておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会

計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会

計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、当該会計基準の適用が

四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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（売上高・受注高・受注残高）

売上高 (単位：百万円)

　 期 別 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
自 2020年４月１日 自 2021年４月１日 前年

同期比
比較増減

至 2020年６月30日 至 2021年６月30日
部門別 金額 構成比 金額 構成比

% % %
火災報知設備 9,883 68.0 11,441 71.3 115.8 1,557

防災事業
消火設備 2,153 14.8 1,941 12.1 90.1 △212

小計 12,037 82.8 13,382 83.4 111.2 1,344

情報通信
事業等

情報通信設備 1,661 11.4 1,632 10.2 98.3 △28

防犯設備等 840 5.8 1,038 6.4 123.6 198

小計 2,501 17.2 2,670 16.6 106.8 169
合 計 14,538 100.0 16,052 100.0 110.4 1,513

（うち輸出） 2,262 15.6 3,049 19.0 134.8 786

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

受注高 (単位：百万円)

　 期 別 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
自 2020年４月１日 自 2021年４月１日 前年

同期比
比較増減

至 2020年６月30日 至 2021年６月30日
部門別 金額 構成比 金額 構成比

% % %
火災報知設備 15,804 70.7 18,352 76.0 116.1 2,548

防災事業
消火設備 3,238 14.5 2,157 8.9 66.6 △1,080

小計 19,042 85.2 20,510 84.9 107.7 1,467

情報通信
事業等

情報通信設備 2,221 9.9 2,326 9.7 104.7 104

防犯設備等 1,080 4.8 1,311 5.4 121.3 230

小計 3,302 14.8 3,637 15.1 110.2 335
合 計 22,345 100.0 24,148 100.0 108.1 1,802

（うち輸出） 2,262 10.1 3,050 12.6 134.8 787

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　

受注残高 (単位：百万円)

　 期 別 前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

2020年６月30日 2021年６月30日
前年
同期比

比較増減

部門別 金額 構成比 金額 構成比
% % %

火災報知設備 17,807 55.8 17,789 57.7 99.9 △17
防災事業

消火設備 8,950 28.1 8,336 27.0 93.1 △614

小計 26,758 83.9 26,125 84.7 97.6 △632

情報通信
事業等

情報通信設備 3,663 11.4 3,290 10.7 89.8 △373

防犯設備等 1,485 4.7 1,417 4.6 95.4 △68

小計 5,149 16.1 4,707 15.3 91.4 △441
合 計 31,907 100.0 30,833 100.0 96.6 △1,073

（うち輸出） - - 0 0.0 - 0

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　


