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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）

(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 8,592 3.9 475 606.6 625 179.7 522 171.3

2021年3月期第2四半期 8,266 △15.3 67 △82.7 223 △42.0 192 △29.9

（注）包括利益 2022年3月期第2四半期　　637百万円 （151.0％） 2021年3月期第2四半期　　254百万円 （120.1％）

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

2022年3月期第2四半期 42.11 ―

2021年3月期第2四半期 15.54 ―

(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2四半期 26,910 16,493 61.3 1,329.10

2021年3月期 26,461 16,114 60.9 1,299.91

（参考）自己資本 2022年3月期第2四半期 16,493百万円 2021年3月期 16,114百万円

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 ― 20.00 20.00

2022年3月期 ― 0.00

2022年3月期（予想） ― 20.00 20.00

（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、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 19,800 5.5 750 35.2 900 △2.1 750 △22.6 60.47

（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 ： 有

（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（四半期連結財務諸表の作成に特有
の会計処理の適用）」をご覧ください。

(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 ： 有

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2Q 12,548,134 株 2021年3月期 12,548,134 株

② 期末自己株式数 2022年3月期2Q 138,372 株 2021年3月期 151,179 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期2Q 12,403,368 株 2021年3月期2Q 12,390,656 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。
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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、引き続き世界的な新型コロナ感染症拡大の影響や半導体供給

不足等のサプライチェーンを通じた影響があるものの、社会経済活動が徐々に回復傾向にあり、設備投資も持ち直

しの動きがある中で推移しました。先行きについては、感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種を促進するなか

で、各種施策の効果や海外経済の改善もあって持ち直しの動きが続くことが期待されますが、引き続き感染の動向

が内外経済に与える影響に十分注意が必要な状況となっております。

　このような状況の下で、当社グループは「企業競争力の強化」と「収益力の抜本的な改善」に取り組む基本方針

と、積極的な受注活動の展開、収益性の向上を目指した改善活動、効率的な生産体制の構築に努めてまいりまし

た。加えて、コロナ禍で加速した経営環境の変化、脱炭素の潮流の下で加速する自動車業界の電動化の流れの中で

事業価値向上を実現するため、よりスピード感と戦略性をもって対応していくことが重要と認識し、各事業におけ

る現在の市場環境・自社の立ち位置の再検証と、今後注力すべき分野と経営資源投入方針の見直しにより、「稼ぐ

力」を最大限に伸ばすことを経営上の最重要課題として取り組んでおります。

　この結果、当第２四半期の連結売上高は、工作機械関連・特装車両は減少したものの、建材、火器が増加したた

め、前年同四半期に比べ3.9％増の8,592百万円となりました。利益については、工作機械関連で生産活動の改善、

繁閑に応じた人員流動化の促進等により採算が改善、減収なるも黒字転換となったことなどにより、475百万円の

営業利益（前年同四半期比606.6％増）となりました。また、営業外収益に助成金収入、受取配当金などを計上し

た結果、625百万円の経常利益（前年同四半期比179.7％増）、522百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益

（前年同四半期比171.3％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期末の総資産は、26,910百万円となり、前連結会計年度末に比べ448百万円増加しました。これは、

主として現金及び預金の増加1,387百万円、仕掛品の増加1,180百万円、商品及び製品の増加247百万円と電子記録

債権の減少1,898百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少716百万円によるものであります。

　負債合計は、10,416百万円となり、前連結会計年度末に比べ69百万円増加しました。これは、主として流動負債

のその他の増加578百万円、買掛金の増加227百万円、長期借入金の増加193百万円と短期借入金の減少906百万円に

よるものであります。

　純資産合計は、16,493百万円となり、前連結会計年度末に比べ378百万円増加しました。これは、主として利益

剰余金の増加251百万円、その他有価証券評価差額金の増加72百万円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

　最近の業績動向を踏まえ、業績予想の修正をしております。詳細につきましては、本日開示の「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご覧ください。
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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 3,462 4,849

受取手形及び売掛金 5,536 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 4,820

電子記録債権 3,218 1,320

リース投資資産 1,159 1,144

商品及び製品 246 493

仕掛品 4,203 5,383

原材料及び貯蔵品 427 440

その他 341 330

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 18,595 18,781

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,123 2,045

その他（純額） 1,661 1,717

有形固定資産合計 3,784 3,763

無形固定資産 310 461

投資その他の資産

投資有価証券 3,185 3,300

退職給付に係る資産 114 140

その他 511 503

貸倒引当金 △40 △40

投資その他の資産合計 3,770 3,903

固定資産合計 7,865 8,128

資産合計 26,461 26,910

負債の部

流動負債

買掛金 2,322 2,549

電子記録債務 381 542

短期借入金 1,799 892

未払金 293 194

未払費用 838 763

未払法人税等 134 155

未払消費税等 20 21

賞与引当金 315 319

工事損失引当金 13 22

その他 114 692

流動負債合計 6,233 6,154

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)

固定負債

長期借入金 2,354 2,547

繰延税金負債 157 173

退職給付に係る負債 1,065 972

資産除去債務 91 91

その他 444 475

固定負債合計 4,112 4,261

負債合計 10,346 10,416

純資産の部

株主資本

資本金 9,019 9,019

利益剰余金 6,271 6,522

自己株式 △140 △128

株主資本合計 15,150 15,413

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 866 939

繰延ヘッジ損益 △3 △1

為替換算調整勘定 101 98

退職給付に係る調整累計額 △1 43

その他の包括利益累計額合計 964 1,080

純資産合計 16,114 16,493

負債純資産合計 26,461 26,910
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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 8,266 8,592

売上原価 6,715 6,655

売上総利益 1,551 1,937

販売費及び一般管理費 1,484 1,461

営業利益 67 475

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 52 54

助成金収入 147 92

為替差益 － 32

雑収入 15 20

営業外収益合計 215 200

営業外費用

支払利息 4 6

遊休資産維持管理費用 9 12

為替差損 21 －

保険料 9 10

雑損失 14 20

営業外費用合計 59 49

経常利益 223 625

特別利益

投資有価証券売却益 72 －

固定資産売却益 10 2

雇用調整助成金 45 －

その他 0 0

特別利益合計 128 2

特別損失

新型コロナウイルス感染症関連損失 110 －

その他 4 1

特別損失合計 115 1

税金等調整前四半期純利益 236 626

法人税等 44 104

四半期純利益 192 522

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △0 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 192 522

（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 192 522

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 84 72

繰延ヘッジ損益 △1 1

為替換算調整勘定 0 △3

退職給付に係る調整額 △22 44

その他の包括利益合計 61 115

四半期包括利益 254 637

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 254 637

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 －

（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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（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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）
　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適
用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税
率を使用する方法によっております。

（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いたしました。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

（１）工事契約に係る収益認識
従来、工事完成基準で収益を認識していた工事に関して、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、

履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積もることができる時まで、原価回収基準により収益を認識する方法に
変更しております。なお、少額又は工期が短い工事については、原価回収基準は適用せず、履行義務を充足した時
点で収益を認識しております。

（２）物品販売に係る収益認識
従来、物品の国内販売取引に関しては、出荷時点で収益を認識しておりましたが、顧客による検収が完了した時

点又は物品が顧客の手許に到着した時点で収益を認識する方法に変更しております。

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、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、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。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、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２四半期連結累計期間の売上高は443百万円減少し、売上原価は340百万円減少し、販売費及び一
般管理費は33百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ69百万円減少しており
ます。また、利益剰余金の当期首残高は21百万円減少しております。

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、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
とといたしました。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２四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することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響
はありません。

（重要なヘッジ会計の方法の変更）
当社は、従来、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理を適用しておりましたが、為替予

約に対する管理体制の見直しを行ったことを契機として、外貨建金銭債権債務・デリバティブ取引に係る損益をよ
り的確に表示するため、第１四半期連結会計期間より原則的な処理方法に変更しております。

　なお、当該会計方針の変更は、過去の期間にあたえる影響が軽微であるため、遡及適用しておりません。また、

この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）

１
合計

調整額
（注）２

四半期連
結損益計

算書
計上額
（注）３

工作機械
関連

火器
特装車

両
建材

不動産
賃貸

国内販売
子会社

国内運送
子会社

計

売上高

外部顧客

への

売上高

3,384 849 1,081 1,335 217 978 327 8,175 91 8,266 － 8,266

セグメン
ト間
の内部売
上高
又は振替
高

130 1 4 － 4 96 238 476 31 508 △508 －

計 3,515 851 1,085 1,335 222 1,075 565 8,651 123 8,774 △508 8,266

セグメント

利益

又は損失

（△）

△129 △93 46 26 172 31 △27 26 38 64 2 67

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）

１
合計

調整額
（注）２

四半期連
結損益計

算書
計上額
（注）３

工作機械
関連

火器
特装車

両
建材

不動産
賃貸

国内販売
子会社

国内運送
子会社

計

売上高

外部顧客

への

売上高

3,161 1,046 1,045 1,652 246 986 365 8,504 87 8,592 － 8,592

セグメン
ト間
の内部売
上高
又は振替
高

137 2 0 5 5 140 269 561 46 607 △607 －

計 3,299 1,049 1,045 1,657 252 1,127 634 9,065 133 9,199 △607 8,592

セグメント

利益

又は損失

（△）

190 △45 41 27 185 44 0 444 30 475 0 475

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　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）

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

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業等を含んでお

ります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去等２百万円であります。

３．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。

Ⅱ　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）

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

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業等を含んでお

ります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去等０百万円であります。

３．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。
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２.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、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２四半期連結累計期間の「工作機械関連」の売上高は485百万円

減少、セグメント利益は70百万円減少し、「特装車両」の売上高は41百万円増加、セグメント利益は２百万円増

加しております。「火器」、「建材」、「国内販売子会社」への影響は軽微であり、「不動産賃貸」、「国内運

送子会社」「その他」への影響はありません。
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