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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31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 ％

2021年3月期第3四半期 10,385 18.0 28 ― 184 ― 166 ―

2020年3月期第3四半期 8,799 6.1 △597 ― △480 ― △353 ―

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　160百万円 （―％） 2020年3月期第3四半期　　△267百万円 （―％）

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

2021年3月期第3四半期 39.00 ―

2020年3月期第3四半期 △82.21 ―

(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 ％

2021年3月期第3四半期 25,142 18,786 74.7

2020年3月期 27,251 19,199 70.5

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 18,786百万円 2020年3月期 19,199百万円

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

2020年3月期 ― 40.00 ― 45.00 85.00

2021年3月期 ― 45.00 ―

2021年3月期（予想） 55.00 100.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注)2021年3月期第2四半期末配当金の内訳　　普通配当42円50銭　記念配当2円50銭

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021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 21,500 9.3 2,300 33.3 2,450 33.6 1,750 37.6 411.53

（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（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 ： 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 ： 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

(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） 2021年3月期3Q 4,776,900 株 2020年3月期 4,776,900 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 546,252 株 2020年3月期 480,927 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 4,259,703 株 2020年3月期3Q 4,296,159 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

(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。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有ります。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2ページ「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情報に関する説明」をご
覧ください。

(金額の表示単位の変更について)

当社の四半期連結財務諸表に表示する科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載していましたが、第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累
計期間より百万円単位で記載することに変更しました。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第3四半期連結累計期間についても百万円単位で
表示しています。
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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３四半期連結累計期間の世界経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、深刻な影響を

受けました。欧米では、経済活動の再開により一旦は持ち直しの動きが見られましたが、秋からの感染再拡大によ

り予断を許さない状況が続いています。一方、早期に経済活動を再開した中国では、景気の回復傾向が継続しまし

た。わが国経済においては、各種経済対策等の効果や中国等の需要回復を受けて、個人消費や製造業を中心とした

輸出に持ち直しの動きが見られましたが、年末からの新規感染者の急増により、１月には緊急事態宣言が再発出さ

れるなど、先行きは依然として不透明な状況が続いています。

　このような中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間における受注額は、大型案件の受注があった官需部

門と海外部門で好調に推移したことから、同様に大型案件の受注が好調であった前年同期並みの194億18百万円

（前年同期比95.8％）となりました。売上高については、官需部門と海外部門が前年同期に比べて増加したことか

ら、103億85百万円（前年同期比118.0％）となりました。利益については、前年同期に比べて売上高が増加したこ

とに加え、生産本部における設計の最適化、出図工程の早期化及び生産工程の改善による生産性向上並びに調達改

善による原価低減効果などから、営業利益28百万円（前年同期営業損失５億97百万円）、経常利益１億84百万円

（前年同期経常損失４億80百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益１億66百万円（前年同期親会社株主に帰

属する四半期純損失３億53百万円）と大きく改善しました。

　なお、当社グループの売上高は、公共事業物件の割合が高いため連結会計年度末に集中する傾向があり、四半期

別の業績には季節的変動があります。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ、21億８百万円減少し251億42百万円となり

ました。これは、仕掛品の増加20億96百万円、投資有価証券の増加２億26百万円などがあったものの、受取手形及

び売掛金の減少52億６百万円などがあったことによるものです。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末と比べ、16億95百万円減少し63億56百万円となりま

した。これは、前受金の増加３億59百万円などがあったものの、支払手形及び買掛金の減少12億81百万円、未払法

人税等の減少５億46百万円などがあったことによるものです。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ、４億12百万円減少し187億86百万円となり

ました。これは、利益剰余金の減少２億17百万円、自己株式の取得による減少１億89百万円などがあったことによ

るものです。

この結果、自己資本比率は、74.7％（前連結会計年度末70.5％）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

当社グループの受注につきましては、官需部門の受注が好調なことから、2020年11月13日公表の前回予想から増

加して230億円となる見込みです。

　2021年３月期の連結業績予想につきましては、前回予想から変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,358 7,519

受取手形及び売掛金 12,210 7,004

電子記録債権 14 41

仕掛品 1,184 3,281

原材料及び貯蔵品 102 112

その他 200 648

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 21,070 18,606

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,365 2,287

その他（純額） 1,182 1,488

有形固定資産合計 3,547 3,776

無形固定資産 149 163

投資その他の資産

投資有価証券 2,008 2,234

繰延税金資産 215 97

その他（純額） 293 298

貸倒引当金 △33 △33

投資その他の資産合計 2,483 2,597

固定資産合計 6,180 6,536

資産合計 27,251 25,142

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
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,607 3,325

未払法人税等 568 22

前受金 992 1,351

受注損失引当金 244 200

製品保証引当金 37 41

役員賞与引当金 72 80

その他 1,217 1,064

流動負債合計 7,740 6,086

固定負債

退職給付に係る負債 221 180

繰延税金負債 1 1

その他 88 87

固定負債合計 312 269

負債合計 8,052 6,356

純資産の部

株主資本

資本金 810 810

資本剰余金 111 111

利益剰余金 18,883 18,666

自己株式 △838 △1,027

株主資本合計 18,966 18,559

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 595 578

繰延ヘッジ損益 △7 △4

為替換算調整勘定 △160 △182

退職給付に係る調整累計額 △194 △164

その他の包括利益累計額合計 232 226

純資産合計 19,199 18,786

負債純資産合計 27,251 25,142
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

売上高 8,799 10,385

売上原価 7,285 8,210

売上総利益 1,514 2,175

販売費及び一般管理費 2,111 2,147

営業利益又は営業損失（△） △597 28

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 81 72

投資有価証券売却益 － 44

受取賃貸料 53 52

その他 11 13

営業外収益合計 150 185

営業外費用

賃貸費用 12 12

支払保証料 7 5

その他 13 10

営業外費用合計 34 28

経常利益又は経常損失（△） △480 184

特別利益

投資有価証券売却益 － 80

特別利益合計 － 80

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△480 265

法人税、住民税及び事業税 3 △1

法人税等調整額 △130 100

法人税等合計 △127 99

四半期純利益又は四半期純損失（△） △353 166

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△353 166

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △353 166

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 104 △16

繰延ヘッジ損益 △9 2

為替換算調整勘定 △27 △21

退職給付に係る調整額 19 29

その他の包括利益合計 86 △5

四半期包括利益 △267 160

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △267 160

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　

2020年４月１日　至　2020年12月31日）

　当社グループは、風水力機械の製造・据付・販売を専ら事業としており、製品の性質、製造方法、販売市場

等の類似性から判断して単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しています。
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期別

部門区分

前第３四半期連結累計期間

（自　2019年４月１日

　　至　2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日）

前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

金額（百万円）
構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

連

結

受

注

高

官需部門 14,677 72.4 13,739 70.8 18,841 73.4

国内民需部門 3,082 15.2 2,569 13.2 3,680 14.3

海外部門 2,516 12.4 3,109 16.0 3,153 12.3

計 20,276 100.0 19,418 100.0 25,675 100.0

連

結

売

上

高

官需部門 4,848 55.1 6,301 60.7 13,233 67.3

国内民需部門 2,450 27.8 2,282 22.0 4,304 21.9

海外部門 1,500 17.1 1,801 17.3 2,136 10.8

計 8,799 100.0 10,385 100.0 19,674 100.0

連

結

受

注

残

高

官需部門 17,363 68.0 20,579 70.8 13,141 65.6

国内民需部門 5,018 19.7 4,050 13.9 3,762 18.8

海外部門 3,134 12.3 4,444 15.3 3,136 15.6

計 25,516 100.0 29,074 100.0 20,040 100.0

３．補足情報

生産、受注及び販売の状況

（注）金額は販売価額によっており、消費税等は含まれていません。
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