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（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２四半期 82,690 74.8 5,360 13.5 6,714 45.3 4,323 61.3

2021年３月期第２四半期 47,314 14.0 4,722 △15.0 4,620 △13.9 2,680 △12.4

（注）包括利益 2022年３月期第２四半期 6,143百万円（107.7％） 2021年３月期第２四半期 2,957百万円（△33.4％）

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２四半期 73.25 73.06

2021年３月期第２四半期 52.65 52.42

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 147,210 59,751 32.9

2021年３月期 127,879 54,496 34.5

（参考）自己資本 2022年３月期第２四半期 48,496百万円 2021年３月期 44,078百万円

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 － 18.00 18.00

2022年３月期 － 0.00

2022年３月期（予想） － 20.00 20.00

（％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 158,500 11.7 11,400 △27.5 11,500 △22.6 6,500 3.4 110.23

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（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）

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

２．当社は年次での業務管理を行っておりますので、第３四半期（累計）の連結業績予想の記載を省略しておりま

す。詳細は、添付資料P.３「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に関

する説明」をご覧ください。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 59,220,200株 2021年３月期 59,145,200株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 140,751株 2021年３月期 175,715株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 59,027,394株 2021年３月期２Ｑ 50,903,347株

※  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

（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）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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。

（補足説明資料について）

同日に当社ホームページ（https://www.erex.co.jp/ir/）に掲載いたします。
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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

「経営成績に関する説明」につきましては、当社ホームページの「決算補足説明資料」をご覧下さい。

（URL　https://www.erex.co.jp/ir/news/)

（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流動資産は63,401百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,352百万円増

加いたしました。これは主に売掛金が増加したことによるものであります。固定資産は83,809百万円となり、前連

結会計年度末に比べ10,978百万円増加いたしました。これは主に沖縄うるまニューエナジー株式会社の発電所の稼

働に伴う機械装置及び運搬具の増加によるものであります。

この結果、総資産は、147,210百万円となり、前連結会計年度末に比べ19,331百万円増加いたしました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は34,365百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,400百万円増

加いたしました。これは主に未払法人税等が減少したものの、買掛金及びその他に含まれる預り金が増加したこと

によるものであります。固定負債は53,093百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,676百万円増加いたしまし

た。これは主に沖縄うるまニューエナジー株式会社の長期借入金が増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は、87,458百万円となり、前連結会計年度末に比べ14,076百万円増加いたしました。

（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59,751百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,254百万円

増加いたしました。これは主に配当金の支払による利益剰余金の減少があったものの、繰延ヘッジ損益、非支配株

主持分及び親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による増加があったことによるものであります。

この結果、自己資本比率は32.9％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、2021年５月13日の「2021年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の業績予想に

変更はありません。なお、2021年５月13日に公表した業績予想は、同資料の発表日時点において当社グループが入

手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因により

予想数値と異なる可能性があります。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 31,700 29,868

売掛金 11,646 19,939

原材料及び貯蔵品 1,440 1,759

関係会社短期貸付金 1,184 2,353

未収入金 6,744 5,852

未収消費税等 1,139 1,982

その他 1,199 1,649

貸倒引当金 △6 △5

流動資産合計 55,049 63,401

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,740 11,503

機械装置及び運搬具（純額） 32,644 49,555

土地 747 747

建設仮勘定 14,345 1,935

その他（純額） 106 174

有形固定資産合計 54,584 63,916

無形固定資産

のれん 2,189 2,293

その他 1,825 1,750

無形固定資産合計 4,015 4,043

投資その他の資産

投資有価証券 2,738 2,962

関係会社株式 2,271 2,413

繰延税金資産 1,002 1,121

長期前払費用 996 796

敷金及び保証金 2,955 3,378

デリバティブ債権 4,226 5,134

その他 285 380

貸倒引当金 △246 △338

投資その他の資産合計 14,229 15,848

固定資産合計 72,830 83,809

資産合計 127,879 147,210

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
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 9,144 12,547

短期借入金 5,400 5,400

１年内返済予定の長期借入金 5,559 5,873

未払金 3,892 4,687

未払法人税等 4,206 1,760

賞与引当金 139 134

その他 1,622 3,961

流動負債合計 29,964 34,365

固定負債

長期借入金 36,710 45,827

退職給付に係る負債 119 165

資産除去債務 4,003 4,155

繰延税金負債 1,557 1,977

役員報酬BIP信託引当金 155 123

デリバティブ債務 614 580

その他 256 263

固定負債合計 43,417 53,093

負債合計 73,382 87,458

純資産の部

株主資本

資本金 11,137 11,236

資本剰余金 10,133 10,232

利益剰余金 19,899 23,158

自己株式 △155 △124

株主資本合計 41,015 44,503

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 23 185

繰延ヘッジ損益 3,024 3,795

為替換算調整勘定 15 11

その他の包括利益累計額合計 3,062 3,992

非支配株主持分 10,418 11,255

純資産合計 54,496 59,751

負債純資産合計 127,879 147,210
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 47,314 82,690

売上原価 38,877 72,916

売上総利益 8,436 9,774

販売費及び一般管理費 3,714 4,413

営業利益 4,722 5,360

営業外収益

受取利息 4 4

受取配当金 19 23

持分法による投資利益 87 155

デリバティブ評価益 95 1,373

為替差益 － 66

その他 40 14

営業外収益合計 246 1,638

営業外費用

支払利息 271 239

支払手数料 23 10

為替差損 43 －

その他 9 34

営業外費用合計 348 284

経常利益 4,620 6,714

税金等調整前四半期純利益 4,620 6,714

法人税、住民税及び事業税 1,297 1,638

法人税等調整額 △2 △129

法人税等合計 1,295 1,509

四半期純利益 3,325 5,205

非支配株主に帰属する四半期純利益 645 881

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,680 4,323

（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）
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純利益 3,325 5,205

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10 162

繰延ヘッジ損益 △289 780

為替換算調整勘定 △58 17

持分法適用会社に対する持分相当額 △9 △22

その他の包括利益合計 △368 938

四半期包括利益 2,957 6,143

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,318 5,253

非支配株主に係る四半期包括利益 639 890

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021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 4,620 6,714

減価償却費 1,933 2,224

のれん償却額 49 76

賞与引当金の増減額（△は減少） 13 △5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 46 45

受取利息及び受取配当金 △23 △27

支払利息 271 239

売上債権の増減額（△は増加） △1,542 △8,275

棚卸資産の増減額（△は増加） 71 △318

仕入債務の増減額（△は減少） 941 3,394

未収消費税等の増減額（△は増加） 2,067 1,032

未払消費税等の増減額（△は減少） △254 △912

未収入金の増減額（△は増加） △597 892

未払金の増減額（△は減少） △76 △1,900

その他 △300 2,654

小計 7,221 5,835

利息及び配当金の受取額 25 30

利息の支払額 △268 △236

法人税等の支払額 △2,169 △3,810

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,809 1,818

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 △565 △9,958

無形固定資産の取得による支出 △110 △124

敷金及び保証金の回収による収入 11 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △369

関係会社貸付けによる支出 △648 △1,140

関係会社株式の取得による支出 △317 △395

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△2,400 －

その他 1 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,030 △11,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △7 △7

短期借入れによる収入 2,970 －

長期借入れによる収入 4,230 12,086

長期借入金の返済による支出 △4,589 △2,655

配当金の支払額 △1,001 △1,064

非支配株主への配当金の支払額 △730 △53

株式の発行による収入 11 －

新株予約権の発行による収入 28 －

自己株式の売却による収入 － 23

自己株式の取得による支出 △0 －

その他 △18 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 892 8,315

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31 21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,641 △1,831

現金及び現金同等物の期首残高 16,236 31,700

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,877 29,868

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

(1)　連結の範囲の重要な変更

当第２四半期連結会計期間より、当社はイーレックス・バイオマス・マネジメント株式会社（旧社名：P.F.D

株式会社）の株式を取得したため、連結の範囲に含めております。なお、みなし取得日を2021年９月30日として

いるため、当第２四半期連結累計期間は貸借対照表のみを連結しております。

(2)　持分法適用の範囲の重要な変更

当第２四半期連結会計期間より、当社は鼎龍能源科技股份有限公司の株式を取得したため、持分法適用の範囲

に含めております。なお、みなし取得日を2021年９月30日としているため、当第２四半期連結累計期間は持分法

による投資損益は発生しておりません。

（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30日。以下、「収益認識会計基準」とい

う。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を第１

四半期連結会計期間の期首から適用し、再生可能エネルギー発電促進賦課金を売上高から控除するとともに、同

額の再エネ特措法納付金を売上原価から控除しております。

収益認識会計基準の適用については、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

ります。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は8,390百万円減少し、売上原価は8,390百万円減少しておりま

すが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益の増減はありません。また、利益剰余金の当期首残高

への影響はありません。

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。

（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しております。

この変更による当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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