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1. 2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年6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 ％

2023年3月期第1四半期 3,692 △18.2 △733 ― △614 ― △393 ―

2022年3月期第1四半期 4,511 △6.4 △372 ― △259 ― △324 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　△621百万円 （―％） 2022年3月期第1四半期　　△479百万円 （―％）

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

2023年3月期第1四半期 △51.52 ―

2022年3月期第1四半期 △42.22 ―

(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 ％

2023年3月期第1四半期 35,731 21,902 60.9

2022年3月期 38,141 23,211 60.5

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 21,763百万円 2022年3月期 23,068百万円

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

2022年3月期 ― ― ― 70.00 70.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） ― ― 70.00 70.00

（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. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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 32,500 23.5 1,450 14.8 1,550 3.8 1,100 △19.1 143.31

（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

(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

(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） 2023年3月期1Q 7,800,000 株 2022年3月期 7,800,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 216,565 株 2022年3月期 124,116 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 7,629,662 株 2022年3月期1Q 7,676,935 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

上記の予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる

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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ウクライナ情勢の長期化や中国のロックダウンによる経済活動の

抑制等を受け原材料価格の高騰、半導体等の部品供給面での制約による自動車生産の停滞に加え、金融資本市場の変

動や貿易構造の変化に伴う円安進行など先行き不透明な状況が続きました。

一方で、2050年のカーボンニュートラルに向けた政府の成長戦略を受け、企業の設備投資には持ち直しの動きがみ

られました。

このような事業環境のもと、当社グループは業績確保に向けた受注活動を展開しました。

その結果、機械部品熱処理炉や鉄鋼向けベル型コイル焼鈍炉、タイ向け機械部品熱処理炉や海外向け火炎内処理設

備などの成約を得て、受注高は前年同期比106.4%の6,335百万円と増加しました。

売上面につきましては、鉄鋼向け加熱炉改造工事や機械部品熱処理炉などの工事が進捗しましたが、大型案件が少

なく売上高は前年同期比81.8%の3,692百万円となりました。

利益面につきましては、売上高が低水準に留まったことから、営業損失733百万円(前年同期は372百万円の損失)、

経常損失614百万円(前年同期は259百万円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失393百万円(前年同期は324百万

円の損失)となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産合計は現金及び預金や受取手形、売掛金及び契約資産の減少などにより、前期末比2,410百万円減少の35,731百

万円となりました。

負債合計は買掛金の減少などにより、前期末比1,101百万円減少の13,828百万円となりました。

純資産合計は利益剰余金の減少などにより、前期末比1,309百万円減少の21,902百万円となり、自己資本比率は60.9

％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

連結業績予想につきましては、2022年５月13日に公表いたしました予想を変更しておりません。
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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

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,130 9,845

受取手形、売掛金及び契約資産 14,852 13,430

棚卸資産 1,208 1,869

その他 83 143

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 27,271 25,285

固定資産

有形固定資産 4,182 4,163

無形固定資産 363 345

投資その他の資産

投資有価証券 5,764 5,351

その他 575 601

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 6,323 5,937

固定資産合計 10,870 10,445

資産合計 38,141 35,731

負債の部

流動負債

電子記録債務 1,350 1,620

買掛金 5,903 4,521

短期借入金 2,800 2,788

引当金 195 14

その他 2,200 2,811

流動負債合計 12,449 11,756

固定負債

長期借入金 1,188 1,096

退職給付に係る負債 122 119

その他 1,169 856

固定負債合計 2,480 2,072

負債合計 14,929 13,828
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,176 6,176

資本剰余金 1,544 1,544

利益剰余金 13,081 12,151

自己株式 △256 △407

株主資本合計 20,545 19,465

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,384 2,102

繰延ヘッジ損益 8 24

為替換算調整勘定 79 113

退職給付に係る調整累計額 50 56

その他の包括利益累計額合計 2,522 2,298

非支配株主持分 143 139

純資産合計 23,211 21,902

負債純資産合計 38,141 35,731
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（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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 4,511 3,692

売上原価 3,880 3,347

売上総利益 631 344

販売費及び一般管理費 1,003 1,078

営業損失（△） △372 △733

営業外収益

受取配当金 90 104

その他 34 28

営業外収益合計 124 132

営業外費用

支払利息 11 9

その他 0 4

営業外費用合計 11 13

経常損失（△） △259 △614

特別損失

投資有価証券評価損 10 -

特別損失合計 10 -

税金等調整前四半期純損失（△） △270 △614

法人税等 44 △207

四半期純損失（△） △315 △406

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

9 △13

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △324 △393
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純損失（△） △315 △406

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △204 △281

繰延ヘッジ損益 △0 16

為替換算調整勘定 34 44

退職給付に係る調整額 6 6

その他の包括利益合計 △164 △214

四半期包括利益 △479 △621

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △493 △617

非支配株主に係る四半期包括利益 14 △3
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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）

当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。
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３．その他

（１）受注及び販売の状況

　①売上高

　（単位：百万円）

　 前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
増減

部 門 2021年4月～2021年6月 2022年4月～2022年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 2,950 65.4 3,061 82.9 111

情報・通信 473 10.5 36 1.0 △437

環境保全 817 18.1 546 14.8 △271

その他 708 15.7 491 13.3 △217

相殺消去 △437 △9.7 △443 △12.0 △6

合 計 4,511 100.0 3,692 100.0 △819

（うち、海外） (963) (21.3) (628) (17.0) (△335)

　②受注高

　（単位：百万円）

　 前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
増減

部 門 2021年4月～2021年6月 2022年4月～2022年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 4,631 77.8 5,625 88.8 994

情報・通信 357 6.0 29 0.5 △328

環境保全 417 7.0 456 7.2 39

その他 1,017 17.1 1,036 16.3 19

相殺消去 △469 △7.9 △812 △12.8 △343

合 計 5,954 100.0 6,335 100.0 381

（うち、海外） (1,892) (31.8) (1,780) (28.1) (△112)

③受注残高

　（単位：百万円）

　 前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
増減

部 門 2021年4月～2021年6月 2022年4月～2022年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 14,167 73.0 19,358 85.1 5,191

情報・通信 1,829 9.4 135 0.6 △1,694

環境保全 760 3.9 1,452 6.4 692

その他 3,515 18.1 2,898 12.8 △617

相殺消去 △850 △4.4 △1,107 △4.9 △257

合 計 19,422 100.0 22,737 100.0 3,315

（うち、海外） (8,276) (42.6) (4,934) (21.7) (△3,342)

　


