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1. 2020年9月期第2四半期の業績（2019年10月1日～2020年3月31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 ％

2020年9月期第2四半期 1,618 △30.5 △4 ― △6 ― △6 ―

2019年9月期第2四半期 2,328 △10.9 186 △48.3 187 △48.3 130 △47.8

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

2020年9月期第2四半期 △1.18 ―

2019年9月期第2四半期 22.25 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2020年9月期第2四半期 6,260 3,445 55.0

2019年9月期 6,444 3,567 55.4

（参考）自己資本 2020年9月期第2四半期 3,445百万円 2019年9月期 3,567百万円

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

2019年9月期 ― 15.00 ― 14.00 29.00

2020年9月期 ― 15.00

2020年9月期（予想） ― 14.00 29.00

（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. 2020年 9月期の業績予想（2019年10月 1日～2020年 9月30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 3,108 △27.4 9 △96.3 11 △95.6 △4 ― ―

（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) 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 ： 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

(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） 2020年9月期2Q 5,870,000 株 2019年9月期 5,870,000 株

② 期末自己株式数 2020年9月期2Q 1,520 株 2019年9月期 1,520 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年9月期2Q 5,868,480 株 2019年9月期2Q 5,868,520 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。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P.2「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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（2019年10月１日～2020年３月31日）は、エネルギー関連事業におきまし

て、核融合関連製品の増加がありましたが、研究機関向け原子力関連製品の減少等が大きく、売上

高は７億４千８百万円（前年同四半期比35.9％減）、セグメント利益（営業利益）は９千７百万円

（前年同四半期比51.9％減）となりました。

　産業システム関連事業におきましても、半導体製造装置関連製品は比較的堅調に推移しました

が、ＦＰＤ製造装置関連製品等の減少が大きく、売上高は７億８千５百万円（前年同期比27.2％

減）、セグメント利益（営業利益）は４千８百万円（前年同期比68.1％減）となりました。

　この結果、売上高は16億１千８百万円（前年同四半期比30.5％減）、営業損失は４百万円（前年

同四半期は１億８千６百万円の営業利益）、経常損失は６百万円（前年同四半期は１億８千７百万

円の経常利益）、四半期純損失は６百万円（前年同四半期は１億３千万円の四半期純利益）となり

ました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

総資産は、前事業年度末に比べ１億８千３百万円減少し、62億６千万円となりました。これは

主に現金及び預金が増加した半面、受取手形及び売掛金および電子記録債権が減少したことによ

るものであります。

（負債）

負債は、前事業年度末に比べ６千１百万円減少し、28億１千５百万円となりました。これは主

に、電子記録債務等の仕入債務が減少したことによるものであります。

（純資産）

純資産は、前事業年度末に比べ１億２千１百万円減少し、34億４千５百万円となりました。こ

れは主に、配当金の支払いによる利益剰余金およびその他有価証券評価差額金が減少したことに

よるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前事業年

度末に比べ３億４千９百万円増加し、10億２千７百万円となりました。

なお、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）

営業活動による資金の増加は、５億９千２百万円（前年同四半期は２億１千９百万円の減少）

となりました。これは主に、仕入債務の減少（△58百万円）があった一方、売上債権の減少（554

百万円）および減価償却費の計上（83百万円）によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は、１億３千５百万円（前年同四半期は１億１千３百万円の減少）

となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出（△132百万円）によるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は、１億８百万円（前年同四半期は１億１百万円の減少）となりま

した。これは主に、配当金の支払額（△81百万円）によるものであります。

（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、今般の新型コロナウイルス感染症による業績への影響は現時点では軽微

であるものと見込んでおりますが、国内外の経済情勢の先行きは不透明な状況でありますので、今

後、業績への影響が生じた際は、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
(2019年９月30日)

当第２四半期会計期間
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 678,101 1,027,274

受取手形及び売掛金 1,601,991 1,325,071

電子記録債権 402,105 124,229

商品及び製品 259,159 269,139

仕掛品 364,172 354,601

原材料及び貯蔵品 504,178 528,266

その他 18,802 15,862

流動資産合計 3,828,510 3,644,444

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 554,829 697,821

土地 854,844 854,844

その他（純額） 353,520 250,197

有形固定資産合計 1,763,193 1,802,863

無形固定資産 73,709 68,131

投資その他の資産

その他 778,813 745,487

投資その他の資産合計 778,813 745,487

固定資産合計 2,615,717 2,616,482

資産合計 6,444,227 6,260,926

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 320,530 301,366

電子記録債務 141,199 101,807

短期借入金 690,000 690,000

賞与引当金 76,370 72,027

その他 281,047 295,650

流動負債合計 1,509,147 1,460,851

固定負債

社債 772,000 758,000

長期借入金 3,340 ―

退職給付引当金 209,537 217,456

役員退職慰労引当金 356,554 353,915

その他 26,410 25,198

固定負債合計 1,367,841 1,354,570

負債合計 2,876,989 2,815,422
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年９月30日)

当第２四半期会計期間
(2020年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 921,100 921,100

資本剰余金 654,553 654,553

利益剰余金 1,972,124 1,883,037

自己株式 △923 △923

株主資本合計 3,546,855 3,457,767

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,382 △12,263

評価・換算差額等合計 20,382 △12,263

純資産合計 3,567,238 3,445,504

負債純資産合計 6,444,227 6,260,926
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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 2018年10月１日
　至 2019年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年10月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 2,328,330 1,618,542

売上原価 1,763,483 1,277,180

売上総利益 564,847 341,361

販売費及び一般管理費 378,812 345,917

営業利益又は営業損失（△） 186,034 △4,556

営業外収益

受取利息 1,758 1,736

受取配当金 2,963 3,173

その他 3,369 3,369

営業外収益合計 8,091 8,279

営業外費用

支払利息 5,907 6,574

投資有価証券売却損 ― 904

投資有価証券評価損 287 1,992

その他 816 291

営業外費用合計 7,012 9,763

経常利益又は経常損失（△） 187,113 △6,040

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 187,113 △6,040

法人税、住民税及び事業税 51,776 2,225

法人税等調整額 4,754 △1,337

法人税等合計 56,530 888

四半期純利益又は四半期純損失（△） 130,583 △6,928
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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 2018年10月１日
　至 2019年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年10月１日
　至 2020年３月31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 187,113 △6,040

減価償却費 80,087 83,218

賞与引当金の増減額（△は減少） 852 △4,343

退職給付引当金の増減額（△は減少） 569 7,919

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,339 △2,638

受取利息及び受取配当金 △4,722 △4,909

支払利息 5,907 6,574

売上債権の増減額（△は増加） △437,666 554,796

たな卸資産の増減額（△は増加） △67,157 △24,497

仕入債務の増減額（△は減少） 94,107 △58,556

投資有価証券売却損益（△は益） ― 904

投資有価証券評価損益（△は益） 287 1,992

前受金の増減額（△は減少） ― 38,133

その他 △15,021 3,047

小計 △143,302 595,603

利息及び配当金の受取額 4,723 4,909

利息の支払額 △5,867 △6,541

法人税等の支払額 △76,768 △3,016

その他 2,178 1,816

営業活動によるキャッシュ・フロー △219,036 592,771

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 △96,596 △132,639

無形固定資産の取得による支出 △14,650 ―

投資有価証券の取得による支出 △2,698 △24,816

投資有価証券の売却及び償還による収入 ― 22,049

貸付金の回収による収入 125 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,820 △135,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 900,000 900,000

短期借入金の返済による支出 △900,000 △900,000

長期借入金の返済による支出 △15,316 △10,020

社債の償還による支出 ― △14,000

自己株式の取得による支出 △2 ―

配当金の支払額 △81,197 △81,731

その他 △4,585 △2,439

財務活動によるキャッシュ・フロー △101,100 △108,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △433,957 349,173

現金及び現金同等物の期首残高 1,103,533 678,101

現金及び現金同等物の四半期末残高 669,575 1,027,274
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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）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 2018年10月１日 至 2019年３月31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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期損益
計算書計上
額(注)３エネルギー

関連事業
産業システ
ム関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,167,375 1,079,075 2,246,450 81,880 2,328,330 ― 2,328,330

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,167,375 1,079,075 2,246,450 81,880 2,328,330 ― 2,328,330

セグメント利益 202,331 151,130 353,462 1,419 354,881 △168,846 186,034

(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、飲食店の経営等を含んでおりま

す。

２ セグメント利益の調整額△168,846千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 2019年10月１日 至 2020年３月31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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期損益
計算書計上
額(注)３エネルギー

関連事業
産業システ
ム関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 748,392 785,171 1,533,563 84,978 1,618,542 ― 1,618,542

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 748,392 785,171 1,533,563 84,978 1,618,542 ― 1,618,542

セグメント利益 97,330 48,141 145,472 2,805 148,277 △152,833 △4,556

(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、飲食店の経営等を含んでおりま

す。

２ セグメント利益の調整額△152,833千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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３．その他

（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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

エネルギー関連事業 846,660 58.3

産業システム関連事業 693,391 75.6

その他 1,677 90.3

合計 1,541,729 65.0

(注) １ その他のうち飲食店は記載しておりません。

２ 金額は、販売価格によっております。

３ 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状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 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(％)

エネルギー関連事業 715,054 128.8 701,785 99.6

産業システム関連事業 811,203 79.0 525,787 61.2

その他 1,677 90.3 ― ―

合計 1,527,935 96.4 1,227,572 78.5

(注) １ その他のうち飲食店は、一般消費者へ直接販売する飲食事業を行っておりますので、記載しておりません。

２ 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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

エネルギー関連事業 748,392 64.1

産業システム関連事業 785,171 72.8

その他 84,978 103.8

合計 1,618,542 69.5

(注) １ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績に対する割合

相手先

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱シンワバネス 121,850 5.2 182,991 11.3

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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