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1. 2021年3月期の業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 5,743 △10.0 382 18.3 420 11.1 307 21.2

2020年3月期 6,378 18.0 323 44.2 378 50.9 253 59.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年3月期 185.99 ― 5.0 4.9 6.7

2020年3月期 153.45 ― 4.2 4.4 5.1

（参考） 持分法投資損益 2021年3月期 ―百万円 2020年3月期 ―百万円

(2) 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

2021年3月期 8,524 6,330 74.3 3,825.19

2020年3月期 8,783 6,089 69.3 3,679.31

（参考） 自己資本 2021年3月期 6,330百万円 2020年3月期 6,089百万円

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年3月期 70 △89 △68 819

2020年3月期 11 446 △106 907

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

2020年3月期 ― ― ― 40.00 40.00 66 26.1 1.1

2021年3月期 ― ― ― 40.00 40.00 66 21.5 1.1

2022年3月期(予想) ― ― ― 40.00 40.00 21.4

3. 2022年 3月期の業績予想（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 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 6,000 4.5 480 25.3 470 11.8 310 0.7 187.31



※ 注記事項

(1) 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

(2) 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 1,718,000 株 2020年3月期 1,718,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 63,111 株 2020年3月期 62,852 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 1,655,042 株 2020年3月期 1,655,267 株

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出しており、実際の業績は今後様々な要因により異なる可能性があります。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い長期化する経済活動の停滞が、

政府の各種需要喚起策等により秋口には一旦回復の兆しが見られましたが、1月になって再び緊急事態宣言が発出さ

れるなど依然として厳しい状況が続いています。

日銀短観(2021年３月調査)によれば、2020年度の経常利益計画(全規模・全産業)は前年度比30.3%減と、12月調査

(同35.3%減)から上方修正されたものの、例年対比では非常に低水準で着地する見込みです。また、設備投資計画

(全規模・全産業)については、前年度比5.5%減と12月調査(同3.9%減)から引き続き下方修正された結果となりまし

た。

このような状況下、当事業年度における当社業績は、国内市場において燃料電池車(FCV)用の水素ステーション案

件を中心とした水素関連案件は好調だったものの、特に海外向けの石油精製・石油化学案件が不調に終わったため、

売上高は前年同期比10.0%減の5,743百万円となりました。売上総利益は前述の売上高減少があったものの、原価低

減への取り組みにより、前年同期比4.3%減の1,491百万円にとどまりました。販売費及び一般管理費は前年同期比

10.2%減の1,108百万円となりました。この主たる要因は、新型コロナウイルス感染症拡大により営業活動に一定の

制限を受け、見積費用・出張旅費をはじめとする営業関連費用が減少したこと等によります。売上総利益の減少額

66百万円があったものの販売費及び一般管理費の減少額125百万円の影響により、営業利益は前年同期比18.3%増の

382百万円、経常利益は前年同期比11.1%増の420百万円となりました。また、2018年９月の台風21号により被災した

工場等の保険金請求手続きが完了し、受取保険金55百万円を特別利益に計上しております。一方で、本社総合組立

工場の新設に伴い、一部工場の建替えに係る工場解体費用40百万円を工場再編費用として特別損失に計上しており、

結果として当期純利益は前年同期比21.2%増の307百万円となりました。

（２）当期の財政状態の概況

①資産、負債、純資産の状況

当事業年度末の総資産は、8,524百万円で前事業年度末に比べ259百万円減少しました。この主な要因は、機械及

び装置及び建設仮勘定が増加したことによる有形固定資産の増加645百万円があったものの、売掛金及び預け金が減

少したこと等による流動資産の減少894百万円があったことによります。

当事業年度末の負債は、2,194百万円で前事業年度末に比べ499百万円減少しました。この主な要因は、電子記録

債務の増加536百万円があったものの、支払手形の減少908百万円及び前受金の減少90百万円があったことによりま

す。

当事業年度末の純資産は、6,330百万円で前事業年度末に比べ240百万円増加しました。この主な要因は、剰余金

の配当66百万円があったものの、当期純利益の計上307百万円があったことにより、繰越利益剰余金が241百万円増

加したことによります。

以上の結果、自己資本比率は74.3％となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物は819百万円で、前事業年度末に比べ87百万円の減少となりました。各

キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、増加した資金は70百万円であります（前年同期は11百万円の増加）。この増加は主に、たな

卸資産の増加額133百万円及び法人税等の支払額160百万円があったものの、税引前当期純利益429百万円及び売上

債権の減少額185百万円があったことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は89百万円であります（前年同期は446百万円の増加）。この減少は主に、預け

金の減少700百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出767百万円及び無形固定資産の取得による支

出30百万円があったことによります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、減少した資金は68百万円であります（前年同期は106百万円の減少）。この減少は主に、配当

金の支払額67百万円があったことによります。

（３）今後の見通し

前述のとおり新型コロナウイルス感染症拡大により、日本経済は混迷の度合いを深めており、先行きの見通しに対

する不透明感は悪化の一途をたどっております。

このような状況下、当社においても営業活動にある程度の制約を受けることは見込んでいるものの、水素ステーシ

ョン及び水素サプライチェーン向け案件をはじめ一定の受注は見込めること、また、製品ライフサイクル全体での収

益拡大を目指した体制構築が計画通りに進捗していることから、売上高については堅調な推移を見込んでおります。

一方、当社で現在建設中の総合組立工場は、2022年3月期に第一期工事が完了、当該事業年度の半ばより一部の製造ラ

インが稼働予定であり、工場全体の完成は2023年3月期を見込み、本格的な稼働はそれ以降となる予定であります。当

該工場建設に伴い、建替え対象となる旧工場の取壊し費用等（特別損失）を見込んでいることから、当期純利益の増

加額は限定的なものとなる見込みです。

以上から、2022年3月期の業績予想につきましては、売上高6,000百万円（前年同期比4.5％増）、営業利益480百万

円（前年同期比25.3％増）、経常利益470百万円（前年同期比11.8％増）、当期純利益310百万円（前年同期比0.7％

増）を見込んでおります。

なお、上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出しており、実際の業績は今後様々な要因により異

なる可能性があります。業績予想を見直す必要が生じた場合は適時に開示いたします。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、国際的な事業展開や資金調達を行っておりませんので、国内でのＩＦＲＳの採用動向を検討した結果、当面

は日本基準に基づき財務諸表を作成する方針です。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 907,196 819,498

受取手形 300,443 589,396

電子記録債権 416,305 454,307

売掛金 2,317,766 1,805,562

製品 16,013 16,596

原材料 282,749 238,211

仕掛品 1,206,588 1,385,721

貯蔵品 17,270 15,474

預け金 1,900,000 1,200,000

前払費用 6,826 8,877

その他 139,504 80,659

貸倒引当金 △24,700 △22,900

流動資産合計 7,485,964 6,591,405

固定資産

有形固定資産

建物 654,463 648,939

減価償却累計額 △571,197 △569,857

建物（純額） 83,265 79,082

構築物 142,962 141,434

減価償却累計額 △111,917 △113,223

構築物（純額） 31,044 28,210

機械及び装置 1,283,676 1,391,998

減価償却累計額 △1,219,764 △1,133,952

機械及び装置（純額） 63,912 258,046

車両運搬具 25,353 23,783

減価償却累計額 △16,100 △19,156

車両運搬具（純額） 9,252 4,626

工具、器具及び備品 420,113 425,433

減価償却累計額 △349,872 △370,094

工具、器具及び備品（純額） 70,241 55,339

土地 447,525 447,525

建設仮勘定 74,279 552,290

有形固定資産合計 779,521 1,425,121
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

無形固定資産

ソフトウエア 46,147 30,656

電話加入権 2,879 2,879

その他 29,530 73,455

無形固定資産合計 78,556 106,990

投資その他の資産

長期前払費用 3,144 2,849

繰延税金資産 421,749 383,578

その他 16,268 14,427

貸倒引当金 △1,400 -

投資その他の資産合計 439,762 400,855

固定資産合計 1,297,840 1,932,967

資産合計 8,783,804 8,524,373

負債の部

流動負債

支払手形 1,076,397 168,142

電子記録債務 - 536,115

買掛金 289,580 254,921

短期借入金 10,000 10,000

未払金 13,322 21,844

未払費用 275,321 306,990

未払法人税等 109,055 29,263

未払消費税等 6,579 68,572

前受金 101,950 11,365

預り金 8,740 8,906

賞与引当金 152,548 167,876

受注損失引当金 70,900 45,200

流動負債合計 2,114,394 1,629,199

固定負債

退職給付引当金 566,344 557,907

その他 13,270 7,000

固定負債合計 579,614 564,907

負債合計 2,694,009 2,194,106
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,440,000 1,440,000

資本剰余金

資本準備金 1,203,008 1,203,008

資本剰余金合計 1,203,008 1,203,008

利益剰余金

利益準備金 141,600 141,600

その他利益剰余金

別途積立金 625,000 625,000

繰越利益剰余金 2,789,170 3,030,789

利益剰余金合計 3,555,770 3,797,389

自己株式 △109,026 △110,131

株主資本合計 6,089,752 6,330,266

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 42 -

評価・換算差額等合計 42 -

純資産合計 6,089,795 6,330,266

負債純資産合計 8,783,804 8,524,373
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

売上高 6,378,578 5,743,183

売上原価

製品期首たな卸高 8,540 16,013

当期製品製造原価 4,886,994 4,235,660

合計 4,895,534 4,251,673

製品期末たな卸高 16,013 16,596

受注損失引当金繰入額 △59,100 △25,700

たな卸資産評価損 △53 41,917

売上原価合計 4,820,368 4,251,295

売上総利益 1,558,209 1,491,887

販売費及び一般管理費

役員報酬 121,264 117,058

給料手当及び賞与 266,611 286,891

賞与引当金繰入額 36,104 39,728

法定福利費 52,821 58,496

退職給付費用 15,190 14,769

旅費及び通信費 41,232 23,264

減価償却費 29,746 26,932

賃借料 32,327 36,132

貸倒引当金繰入額 4,600 △1,800

試験研究費 223,121 148,049

引合見積費 172,099 158,701

雑費 239,370 200,672

販売費及び一般管理費合計 1,234,490 1,108,897

営業利益 323,719 382,990

営業外収益

受取利息 6,971 4,267

固定資産売却益 5,286 4,157

為替差益 - 265

損害賠償収入 886 4,905

助成金収入 42,287 21,491

その他 3,397 5,024

営業外収益合計 58,829 40,110

営業外費用

支払利息 286 53

固定資産除却損 3,081 2,439

為替差損 892 -

その他 0 173

営業外費用合計 4,260 2,666

経常利益 378,289 420,434
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(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 - 1,400

受取保険金 68,063 55,657

特別利益合計 68,063 57,057

特別損失

災害による損失 64,391 2,500

工場再編費用 36,123 40,899

訴訟費用 - 4,178

ゴルフ会員権退会損 100 -

特別損失合計 100,614 47,577

税引前当期純利益 345,737 429,914

法人税、住民税及び事業税 141,007 83,899

法人税等調整額 △49,265 38,190

法人税等合計 91,742 122,090

当期純利益 253,995 307,824
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 1,440,000 1,203,008 1,203,008 141,600 625,000 2,601,388 3,367,988

当期変動額

剰余金の配当 △66,213 △66,213

当期純利益 253,995 253,995

自己株式の取得

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 187,782 187,782

当期末残高 1,440,000 1,203,008 1,203,008 141,600 625,000 2,789,170 3,555,770

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △108,528 5,902,467 ― △271 △271 5,902,196

当期変動額

剰余金の配当 △66,213 △66,213

当期純利益 253,995 253,995

自己株式の取得 △497 △497 △497

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
― 314 314 314

当期変動額合計 △497 187,284 ― 314 314 187,599

当期末残高 △109,026 6,089,752 ― 42 42 6,089,795
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　当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 1,440,000 1,203,008 1,203,008 141,600 625,000 2,789,170 3,555,770

当期変動額

剰余金の配当 △66,205 △66,205

当期純利益 307,824 307,824

自己株式の取得

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 241,618 241,618

当期末残高 1,440,000 1,203,008 1,203,008 141,600 625,000 3,030,789 3,797,389

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △109,026 6,089,752 ― 42 42 6,089,795

当期変動額

剰余金の配当 △66,205 △66,205

当期純利益 307,824 307,824

自己株式の取得 △1,104 △1,104 △1,104

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
― △42 △42 △42

当期変動額合計 △1,104 240,514 ― △42 △42 240,471

当期末残高 △110,131 6,330,266 ― ― ― 6,330,266
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 345,737 429,914

減価償却費 94,583 119,511

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,179 △8,437

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,600 △3,200

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,463 15,328

受注損失引当金の増減額（△は減少） △59,100 △25,700

受取利息 △6,971 △4,267

支払利息 286 53

固定資産除却損 1,775 1,848

固定資産売却損益（△は益） △5,286 △4,157

売上債権の増減額（△は増加） △556,584 185,248

たな卸資産の増減額（△は増加） △82,935 △133,382

その他の流動資産の増減額（△は増加） △25,269 54,093

仕入債務の増減額（△は減少） 297,443 △394,163

その他 87,954 △6,640

小計 113,877 226,050

利息の受取額 6,971 4,267

利息の支払額 △270 △53

法人税等の支払額 △109,539 △160,057

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,039 70,206

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 △129,754 △767,504

有形固定資産の売却による収入 4,939 6,797

無形固定資産の取得による支出 △56,104 △30,732

ゴルフ会員権の退会による収入 400 2,200

預け金の増減額(△は増加) 600,000 700,000

その他の収入 27,506 -

その他の支出 - △229

投資活動によるキャッシュ・フロー 446,986 △89,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △40,000 -

自己株式の取得による支出 △497 △1,104

配当金の支払額 △66,206 △67,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,704 △68,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 351,321 △87,697

現金及び現金同等物の期首残高 555,874 907,196

現金及び現金同等物の期末残高 907,196 819,498
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（５）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（６）財務諸表に関する注記事項

(表示方法の変更)

(貸借対照表)

前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、重要性が増したため、当

事業年度より独立掲記しています。

この結果、前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた716,748千円は、「受取手形」

300,443千円、「電子記録債権」416,305千円として組み替えております。

(追加情報)

（2018年９月４日の台風21号による被害の発生）

2018年９月４日の台風21号の影響による被害を受けたことに伴い、当事業年度において、「災害による損失」

として事業資産の修繕費用2,500千円を特別損失に計上しております。

また、台風に係る保険金請求手続きが完了したことにより、「受取保険金」として55,657千円を特別利益に計

上しております。

(損益計算書関係)

(工場再編費用)

前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

前事業年度において、当社は本社総合組立工場の新設に伴い、一部工場の建替えによる固定資産の除却損

18,690千円及び工場解体費用17,432千円を「工場再編費用」として特別損失に計上しております。

当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

当事業年度において、当社は本社総合組立工場の新設に伴い、一部工場の建替えによる工場解体費用40,899

千円を「工場再編費用」として特別損失に計上しております。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

当社は「圧縮機事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

当社は「圧縮機事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 3,679.31円 3,825.19円

１株当たり当期純利益 153.45円 185.99円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益(千円) 253,995 307,824

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 253,995 307,824

普通株式の期中平均株式数(株) 1,655,267 1,655,042

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(2020年３月31日)
当事業年度

(2021年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 6,089,795 6,330,266

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 6,089,795 6,330,266

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数(株)

1,655,148 1,654,889

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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