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(百万円未満切捨て)

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 1,199 △32.6 △311 － △311 － △220 －

2021年３月期第１四半期 1,778 6.1 △97 － △95 － △83 －
(注)包括利益 2022年３月期第１四半期 △219百万円( －％) 2021年３月期第１四半期 △51百万円( －％)
　

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 △227.69 －

2021年３月期第１四半期 △86.36 －
　　

（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 ％

2022年３月期第１四半期 13,376 7,296 54.5

2021年３月期 14,775 7,563 51.2
(参考) 自己資本 2022年３月期第１四半期 7,296百万円 2021年３月期 7,563百万円

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 － 0.00 － 50.00 50.00

2022年３月期 －

2022年３月期(予想) － － － －
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2022年３月期の配当予想につきましては、現段階で未定です。

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、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 8,900 △11.2 △75 － △95 － △90 － △93.02
(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)

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

（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 1,012,000株 2021年３月期 1,012,000株

② 期末自己株式数 2022年３月期１Ｑ 44,426株 2021年３月期 44,426株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期１Ｑ 967,574株 2021年３月期１Ｑ 967,574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「1.(3)連
結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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、堅調な輸出やＩＴ業種を中心に業況感は改善しております。先

行きにつきましても、半導体不足や新型コロナウイルス変異株の感染拡大などの懸念はあるものの、ワクチン接種の

進展による需要回復と業況改善が業種を問わず期待される状況となっております。

このような状況のもと当社グループといたしましては、引き続き感染症対策として営業部門や管理部門については

在宅勤務環境の整備を進め、生産部門など工場についても感染リスク軽減を最優先しつつ、引き続きお客様に満足さ

れる製品・サービスの提供により、安心・安全な社会の維持に貢献するべく事業活動を行っております。

その結果として、売上高は1,199百万円（前年同期比32.6％減）、営業損失311百万円（前年同期は97百万円の営業

損失）、経常損失311百万円（前年同期は95百万円の経常損失）、また、法人税等調整額△95百万円を計上した結果、

親会社株主に帰属する四半期純損失220百万円（前年同期は83百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となり

ました。

売上高の減少は、航空・宇宙、工業用品事業において、受注の端境期にある官需大型機向けの販売が大きく落ち込

んでいることを主因としております。消防・防災事業は前年同期並みの微減、不動産賃貸事業は、前年同期のような

新型コロナウイルス感染症に対応した休業は無く、売上高は増加で推移しております。なお、消防・防災事業では、

顧客予算との関係から売上高は下期に集中する傾向にあります。

利益面においても、航空・宇宙、工業用品事業における売上高減少の影響は大きく、各段階損益は前年同期と比べ

損失が拡大しております。

当第１四半期連結累計期間における報告セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

（消防・防災事業）

前年同期と比べ消火栓ホースの販売増とオリンピック向け資機材のスポット販売がありましたが、特殊車両の販売

は減少しました。その結果、売上高531百万円（前年同期比1.9％減）、セグメント損失（営業損失）は85百万円（前

年同期は72百万円のセグメント損失）となりました。

（航空・宇宙、工業用品事業）

航空・宇宙部門では、官需大型機向けのエンジン部品及び配管類の販売が大きく減少したほか、民間航空機向けシ

ール材の販売も減少しております。工業用品部門では、タンクシールの販売が減少しております。利益面では、販売

費及び一般管理費の削減に努めましたが、売上高の大幅減により固定費を吸収することができず、その結果、売上高

は544百万円（前年同期比51.7％減）、セグメント損失（営業損失）は176百万円（前年同期は52百万円のセグメント

利益）となりました。

（不動産賃貸事業）

前年同期には、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う商業施設の休業によりテナント様への賃料減額を実施いたし

ましたが、当期には休業や賃料減額の実施はありませんでした。その結果、売上高は123百万円（前年同期比11.0％

増）、セグメント利益（営業利益）は34百万円（前年同期比47.2％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

① 資産

　当第１四半期連結会計期間における流動資産は8,274百万円（前連結会計年度末比1,429百万円減）となりました。

主として、売上債権回収により受取手形、売掛金及び契約資産が1,694百万円減少したことによるものです。

　また、固定資産は5,101百万円（前連結会計年度末比31百万円増）となりました。

　この結果、資産合計は13,376百万円（前連結会計年度末比1,398百万円減）となりました。

② 負債

　当第１四半期連結会計期間における流動負債は3,540百万円（前連結会計年度末比1,066百万円減）となりました。

主として、短期借入金が140百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が1,115百万円減少したことによるものです。

また、固定負債は2,540百万円（前連結会計年度末比65百万円減）となりました。

　この結果、負債合計は6,080百万円（前連結会計年度末比1,131百万円減）となりました。

③ 純資産

　当第１四半期連結会計期間における純資産は7,296百万円（前連結会計年度末比267百万円減）となりました。主と

して、親会社株主に帰属する四半期純損失220百万円と剰余金の処分48百万円による減少が要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期の業績予想につきましては2021年５月13日に公表いたしました通期の連結業績予想の内容に変更はございませ

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：千円)

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 3,344,419 3,521,385

受取手形及び売掛金 2,953,331 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 1,258,836

電子記録債権 514,584 461,527

商品及び製品 107,194 134,069

半製品 611,603 631,788

仕掛品 1,387,783 1,449,557

原材料及び貯蔵品 567,765 594,324

未収還付法人税等 142,858 148,949

その他 78,219 75,590

貸倒引当金 △3,552 △1,725

流動資産合計 9,704,208 8,274,305

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,805,345 1,774,139

土地 1,797,208 1,797,208

その他（純額） 628,132 597,296

有形固定資産合計 4,230,686 4,168,644

無形固定資産 14,964 26,987

投資その他の資産

投資有価証券 288,206 281,319

その他 537,055 629,968

貸倒引当金 － △5,001

投資その他の資産合計 825,262 906,285

固定資産合計 5,070,913 5,101,917

資産合計 14,775,121 13,376,222
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(単位：千円)

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,921,067 805,475

短期借入金 1,150,000 1,290,000

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 594,035 588,992

未払法人税等 26,975 6,644

賞与引当金 247,799 297,830

その他 626,300 511,064

流動負債合計 4,606,176 3,540,007

固定負債

社債 280,000 280,000

長期借入金 1,280,811 1,226,435

役員退職慰労引当金 207,220 211,326

退職給付に係る負債 571,001 561,387

資産除去債務 12,559 12,631

その他 253,847 248,336

固定負債合計 2,605,440 2,540,117

負債合計 7,211,617 6,080,124

純資産の部

株主資本

資本金 506,000 506,000

資本剰余金 285,430 285,430

利益剰余金 7,000,922 6,732,237

自己株式 △173,443 △173,443

株主資本合計 7,618,910 7,350,224

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 92,469 87,810

退職給付に係る調整累計額 △147,875 △141,936

その他の包括利益累計額合計 △55,406 △54,126

純資産合計 7,563,503 7,296,098

負債純資産合計 14,775,121 13,376,222
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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：千円)
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 1,778,921 1,199,288

売上原価 1,437,120 1,141,353

売上総利益 341,801 57,935

販売費及び一般管理費 439,392 369,889

営業損失（△） △97,591 △311,954

営業外収益

受取利息 5 1

受取配当金 3,848 4,065

受取地代家賃 2,965 3,540

為替差益 737 －

貸倒引当金戻入額 3,349 1,827

その他 1,960 3,642

営業外収益合計 12,867 13,076

営業外費用

支払利息 10,012 10,276

社債利息 212 189

為替差損 － 1,577

その他 852 755

営業外費用合計 11,076 12,798

経常損失（△） △95,801 △311,676

特別損失

固定資産除売却損 280 0

特別損失合計 280 0

税金等調整前四半期純損失（△） △96,081 △311,676

法人税、住民税及び事業税 6,680 4,465

法人税等調整額 △19,202 △95,835

法人税等合計 △12,521 △91,369

四半期純損失（△） △83,559 △220,306

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △83,559 △220,306
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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：千円)
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（△） △83,559 △220,306

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 21,821 △4,659

退職給付に係る調整額 10,527 5,939

その他の包括利益合計 32,349 1,279

四半期包括利益 △51,210 △219,026

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △51,210 △219,026

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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）

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)

（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、有償受給取引に

ついては、従来有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で

収益として認識する方法に変更するとともに、当該支給品を棚卸資産として認識せず、有償支給取引に係る資産を認

識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又

は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であ

る場合には、出荷時に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。ただし、収益認識会

計基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど

すべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項ま

た書き(1)に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべて

の契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、そ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ております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高、売上原価が6,672千円それぞれ減少しましたが、営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありま

せん。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結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

表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号

2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生

じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準）

「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ております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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)

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
四半期連結
損益計算書
計上額消防・防災

事業
航空・宇宙、
工業用品事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 542,331 1,125,565 111,025 1,778,921 － 1,778,921

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 1,872 1,872 △1,872 －

計 542,331 1,125,565 112,897 1,780,793 △1,872 1,778,921

セグメント利益又は損失(△) △72,189 52,774 23,429 4,015 △101,606 △97,591

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△101,606千円には、各報告セグメントに配分されていない全社費用

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損失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。

Ⅱ 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)

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並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額消防・防災

事業
航空・宇宙、
工業用品事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

顧客との契約から生じる収益 531,865 544,144 23,727 1,099,737 － 1,099,737

その他の収益 － － 99,551 99,551 － 99,551

外部顧客への売上高 531,865 544,144 123,278 1,199,288 － 1,199,288

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 1,650 1,650 △1,650 －

計 531,865 544,144 124,928 1,200,938 △1,650 1,199,288

セグメント利益又は損失(△) △85,810 △176,765 34,482 △228,094 △83,860 △311,954

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△83,860千円には、各報告セグメントに配分されていない全社費用が

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損失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。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の「航空・宇宙、工業用品事業」の売上高は

6,672千円減少しておりますが、セグメント利益に与える影響はありません。
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