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(百万円未満切捨て)

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

（１）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 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 971 △28.5 46 △53.1 54 △44.1 44 △30.7
2021年３月期第２四半期 1,358 5.4 98 △40.2 98 △43.8 64 △45.4

　

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 5.37 5.34
2021年３月期第２四半期 8.09 ―
(注）2021年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を実施しております。前事業年度の期首に当該併合

が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております
　

（２）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２四半期 2,620 1,669 63.5

2021年３月期 2,308 1,282 55.5

(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 1,664百万円 2021年３月期 1,280百万円
　

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 ― 10.00 10.00

2022年３月期 ― 0.00

2022年３月期(予想) ― 3.33 3.33

(注)１ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
２ 2021年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を実施しております。2022年３月期（予想）

の１株当たり期末配当金については、当該株式分割の影響を考慮した金額を記載しております。株式分割を考慮し
ない場合の2022年３月（予想）の１株当たり期末配当金は10円00銭となり、１株当たり年間配当金は10円00銭とな
ります。詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

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 3,300 21.6 300 59.1 300 60.5 180 65.1 21.68
(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 第１四半期会計期間末の受注残615百万円に対し、当第２四半期会計期間末の受注残は1,663百万円（第１四半期会計期間末
比270％）となっております。

３ 2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しております。上記の業績予想は
当該会計基準等を適用した後の金額となっており、対前期増減率については、2021年３月期に当該会計基準等を適用したと
仮定して算定した増減率を記載しております。

４ 2021年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を実施しております。2022年３月期の業績予想におけ
る１株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮しております。詳細については、「業績予想の適切な利用
に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

　　



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

　

（３）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 8,997,525株 2021年３月期 8,204,025株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 501,493株 2021年３月期 490,149株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 8,321,656株 2021年３月期２Ｑ 7,970,871株
　

(注)１　当社は、2021年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を実施しております。前事業年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定してお
ります。

２ 当社は「株式給付信託（従業員持株会処分型）」制度を導入しております。信託Ｅ口が所有する当社株式
（2021年３月期68,100株、2022年３月期２Ｑ58,400株）を期末自己株式数に含めております。また、信託Ｅ口
が所有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式（2021年３月期２Ｑ91,902株、2022年
３月期２Ｑ 63,985株）に含めております。

※ 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）
本資料に掲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。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「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。

（株式分割後の配当及び業績予想について）
2021年５月24日開催の取締役会において、株式分割について承認決議され、2021年７月１日を効力発生日として普通株式
１株につき３株の割合で株式分割を行っております。なお、株式分割考慮前に換算した2022年３月期の配当予想及び業績
予想は下記のとおりとなります。

１．2022年３月期の配当予想 １株当たり配当金 期末10円00銭
２．2022年３月期の通期の業績予想 １株当たり当期純利益 期末65円03銭
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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の影響により企業活動や個人消費の停

滞が長期化し、経済活動の停滞が継続しておりますが、日本国内も含め世界的にワクチン接種が進み、経済活動の

再開を模索する動きも見られます。一方、米中対立が世界経済に及ぼす影響は引き続き予断を許さず、先行きは依

然として不透明な状況にあります。

当社が関係するプラスチック加工業界は、今後益々の合理化を進め、競争力を高めなければならない状況にあり、

当社としても更なる省エネルギー、省力化の製品の開発を提案して行く方向にあります。

このような状況下、当第２四半期累計期間における売上高は、予定されていた成型機の売上計上が順調に進みま

したが、コロナウィルス感染症等の影響により受注実績が低迷した結果、前年同四半期と比べて減少し、営業利益、

経常利益、四半期純利益が減益となりました。ただ一方で、当事業年度の期首より受注拡大を最重要課題として取

り組んでまいりましたが、その成果として当第２四半期会計期間末の受注残が16億６千３百万円となり、第１四半

期会計期間末の受注残６億１千５百万円に比べ約３倍と増加し、営業部を中心に積極的な営業活動を行った結果、

受注拡大を実現しました。

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は、９億７千１百万円と前年同四半期と比べ３億８千６百万

円減少（前年同四半期比28.5％減）し、利益面につきましては、営業利益４千６百万円（前年同四半期比53.1％

減）、経常利益５千４百万円（前年同四半期比44.1％減）、四半期純利益４千４百万円（前年同四半期比30.7％

減）となりました

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して３億１千１百万円増加し、26億２千万円とな

りました。これは主に投資有価証券が３千万円、有形固定資産が２千９百万円減少した一方で、現金及び預金が１

億１千４百万円、仕掛品が４千２百万円、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が２億１千４百万円増加したこ

とによるものです。

負債につきましては、前事業年度末と比較して７千６百万円減少し、９億５千万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が４千６百万円、未払法人税等が２千６百万円増加した一方で、前受金が７百万円、借入金が

４千５百万円減少したことによるものです。

純資産につきましては、前事業年度末と比較して３億８千７百万円増加し、16億６千９百万円となりました。こ

れは主に、当第２四半期累計期間に四半期純利益４千４百万円を計上し、新株発行により資本金及び資本準備金が

それぞれ１億８千５百万円増加した一方で、自己株式が取得と売却により５百万円増加（純資産の減少）し、配当

金の支払額２千５百万円を計上したことによるものです。

（３）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、現時点において、2021年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

なお、今後の経営環境により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 870,603 985,357

受取手形及び売掛金 292,252 404,239

電子記録債権 112,745 215,269

製品 2,136 1,732

仕掛品 99,551 142,040

原材料及び貯蔵品 22,207 29,256

その他 33,238 26,918

貸倒引当金 ― △186

流動資産合計 1,432,734 1,804,628

固定資産

有形固定資産

土地 268,000 268,000

その他（純額） 460,324 430,655

有形固定資産合計 728,324 698,655

無形固定資産 29,793 22,194

投資その他の資産

その他 129,808 106,636

貸倒引当金 △13,370 △13,380

投資その他の資産合計 116,438 93,256

固定資産合計 874,557 814,105

繰延資産 1,695 1,352

資産合計 2,308,987 2,620,086

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 199,112 245,842

短期借入金 106,006 101,261

前受金 39,790 31,866

未払法人税等 ― 26,106

製品保証引当金 5,229 4,312

賞与引当金 29,380 29,988

その他 170,451 106,918

流動負債合計 549,970 546,294

固定負債

社債 64,500 43,100

長期借入金 305,540 264,920

引当金 14,203 15,511

その他 92,733 80,996

固定負債合計 476,977 404,527

負債合計 1,026,947 950,822
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 519,624 704,755

資本剰余金 127,444 312,574

利益剰余金 706,438 725,154

自己株式 △167,863 △173,752

株主資本合計 1,185,643 1,568,732

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 499 1,070

土地再評価差額金 94,655 94,655

評価・換算差額等合計 95,155 95,726

新株予約権 1,242 4,804

純資産合計 1,282,040 1,669,263

負債純資産合計 2,308,987 2,620,086
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

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

売上高 1,358,704 971,956

売上原価 900,227 650,016

売上総利益 458,477 321,939

販売費及び一般管理費 360,220 275,901

営業利益 98,256 46,038

営業外収益

物品売却益 100 1,680

受取地代家賃 ― 12,235

受取保証料 2,046 2,046

為替差益 669 ―

その他 638 1,254

営業外収益合計 3,455 17,216

営業外費用

支払利息 1,947 1,429

為替差損 ― 2,454

自己株式取得費用 755 90

株式交付費 ― 3,924

その他 982 590

営業外費用合計 3,685 8,488

経常利益 98,026 54,767

特別損失

固定資産除却損 1,385 342

特別損失合計 1,385 342

税引前四半期純利益 96,641 54,424

法人税、住民税及び事業税 25,903 21,419

法人税等調整額 6,287 △11,650

法人税等合計 32,191 9,769

四半期純利益 64,449 44,655
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 96,641 54,424

減価償却費 35,328 39,111

引当金の増減額（△は減少） 6,629 1,195

受取利息及び受取配当金 △400 △449

支払利息 1,947 1,429

株式交付費 ― 3,924

売上債権の増減額（△は増加） 167 △222,434

棚卸資産の増減額（△は増加） 197,485 △49,135

仕入債務の増減額（△は減少） △137,509 37,762

その他 △4,434 △33,902

小計 195,854 △168,075

利息及び配当金の受取額 400 449

利息の支払額 △1,946 △1,428

法人税等の支払額 △90,981 △3,497

営業活動によるキャッシュ・フロー 103,326 △172,551

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 △81,081 △1,865

投資有価証券の取得による支出 △298 △337

投資有価証券の売却による収入 ― 31,794

その他 △10,146 △84

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,527 29,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 20,000 ―

長期借入金の返済による支出 △78,713 △45,365

社債の償還による支出 △21,400 △21,400

株式の発行による収入 ― 365,582

自己株式の売却による収入 9,665 4,772

自己株式の取得による支出 △86,412 △9,080

配当金の支払額 △40,631 △26,359

新株予約権の発行による収入 ― 4,317

その他 △86,986 △14,668

財務活動によるキャッシュ・フロー △284,478 257,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △272,678 114,754

現金及び現金同等物の期首残高 1,046,206 776,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 773,527 891,325
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（４）四半期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）

前第２四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１. 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2020年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 40,999 15.00
2020年
３月31日

2020年
６月26日

（注）2020年６月25日定時株主総会の決議による配当金の総額には、信託Ｅ口が保有する当社株式に対する配

当金517千円が含まれております。

２．株主資本の著しい変動

2020年４月27日開催の取締役会の決議により、自己株式76,000株を79,998千円にて取得し、「株式給付信託

制度（従業員持株会処分型）」による自己株式の従業員持株会への売却7,400株、7,305千円（売却原価）を行

っております。

また、2020年９月14日開催の取締役会の決議により、自己株式2,900株を6,198千円にて取得しております。

この結果、当第２四半期会計期間末において自己株式が113,701千円となっております。

当第２四半期累計期間(自 2021年４月1日 至 2021年９月30日)

１. 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2021年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 25,938 10.00
2021年
３月31日

2021年
６月25日

（注）2021年６月24日定時株主総会の決議による配当金の総額には、信託Ｅ口が保有する当社株式に対する配

当金227千円が含まれております。

２．株主資本の著しい変動

当社は、2021年５月11日付で、ニューエネルギーマネジメント合同会社及び遼阳康达塑胶樹脂有限公司並び

にJVA TELOK KURAU.，LTDから第三者割当増資の払込を受けました。また、2021年４月26日開催の取締役会で決

議された新株予約権の行使により、第１四半期累計期間において資本金が185,130千円、資本準備金が185,130

千円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金が704,755千円、資本準備金が195,130千円となっており

ます。

自己株式については、追加情報１.従業員持株ＥＳＯＰ信託に記載の「株式給付信託制度（従業員持株会処分

型）」による自己株式の従業員持株会への売却9,700株、3,191千円（売却原価）を行っております。また、追

加情報２．自己株式の取得に記載の通り、2021年８月23日開催の取締役会の決議により、自己株式20,900株を

9,003千円にて取得しております。この結果、当第２四半期会計期間末において自己株式が173,752千円となっ

ております。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

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。）

等を第１四半期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れると見込まれる金額で収益を認識しています。

　なお、「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）第98項に定

める代替的な取扱いを適用し、一部の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
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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、第１四半期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。

　この変更による当第２四半期累計期間の損益及び利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

また、「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いません。

（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「時価算定基準」という。）等

を第１四半期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、四半期財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

１.自己株式の取得

(1) 2021年８月23日開催の取締役会決議に基づく取得

当社は、2021年８月23日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしました。

① 自己株式の取得を行う理由

株主還元および資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため。

② 取得に係る事項の内容

a. 取得対象株式の種類：当社普通株式

b. 取得する株式の総数：1,000,000株（上限）

　 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合11.66％）

c. 株式の取得価額の総額：500,000千円（上限）

d. 取得期間：2021年９月１日～2022年８月31日

e. 取得方法：東京証券取引所における市場買付

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社はプラスチック成形機事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省

略しております。
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３．補足事項

（１）生産、受注及び販売の状況

１ 生産実績

当第２四半期累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称 生産高(千円)
前年同四半期比

(％)

インフレーション成形機事業 418,639 △17.3

ブロー成形機事業 317,115 △5.9

リサイクル装置事業 16,247 75.1

合 計 752,001 △11.8

(注) １ 金額は、販売価格によっております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 受注実績

当第２四半期累計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

インフレーション成形機事業 387,959 △45.0 320,425 △58.3

ブロー成形機事業 794,111 295.1 703,474 80.2

リサイクル装置事業 655,245 ― 639,529 ―

合 計 1,837,315 100.2 1,663,428 42.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３ 販売実績

当第２四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称 販売高(千円)
前年同四半期比

(％)

インフレーション成形機事業 419,104 △28.4

ブロー成形機事業 312,637 △42.2

リサイクル装置事業 15,716 △30.5

メンテナンス事業 224,498 7.0

合 計 971,956 △28.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


