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1. 2021年9月期第3四半期の業績（2020年10月1日～2021年6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 ％

2021年9月期第3四半期 2,718 13.8 210 ― 220 ― 151 ―

2020年9月期第3四半期 2,388 △27.7 △43 ― △41 ― △51 ―

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9月期第3四半期 25.83 ―

2020年9月期第3四半期 △8.83 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年9月期第3四半期 6,255 3,440 55.0

2020年9月期 6,010 3,367 56.0

（参考）自己資本 2021年9月期第3四半期 3,440百万円 2020年9月期 3,367百万円

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9月期 ― 15.00 ― 14.00 29.00

2021年9月期 ― 12.00 ―

2021年9月期（予想） 12.00 24.00

（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. 2021年 9月期の業績予想（2020年10月 1日～2021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 3,622 16.0 219 ― 221 ― 177 ― 30.16

（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） 2021年9月期3Q 5,870,000 株 2020年9月期 5,870,000 株

② 期末自己株式数 2021年9月期3Q 1,520 株 2020年9月期 1,520 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年9月期3Q 5,868,480 株 2020年9月期3Q 5,868,480 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３四半期累計期間（2020年10月１日～2021年６月30日）のエネルギー関連事業につきまし

ては、受注面において核融合関連製品の大口案件等があり、前期実績を上回りました。売上面に

おいては再稼働計画の遅れ等による原子力発電関連製品の減少が続き、売上高は10億１千３百万

円（前年同四半期比6.0％減）となりましたが、損益面においては不採算案件の減少等により、セ

グメント利益（営業利益）は１億７千１百万円（前年同四半期比56.1％増）となりました。

　産業システム関連事業につきましては、IoT、AI、5G等の情報通信技術の用途の拡がりに伴う半

導体需要の高まりにより半導体製造装置関連製品が増加し、売上高は16億１千２百万円（前年同

期比34.2％増）となりました。損益面においては増収効果により、セグメント利益（営業利益）

２億７千９百万円（前年同期比256.9％増）となりました。

　この結果、売上高は27億１千８百万円（前年同四半期比13.8％増）、営業利益は２億１千万円

（前年同四半期は４千３百万円の営業損失）、経常利益は２億２千万円（前年同四半期は４千１

百万円の経常損失）、四半期純利益は１億５千１百万円（前年同四半期は５千１百万円の四半期

純損失）となりました。

　当社では、新型コロナウイルス感染症拡大によるリスク低減と、お客様、お取引先様および社

員の安全確保を目的として、不要不急の出張や会議などは中止または延期、オンラインの活用、

職場の衛生管理の徹底、営業拠点における在宅勤務の実施等の各種対策を実施しております。引

き続き感染リスクの低減に取り組んでまいります。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　総資産は、前事業年度末に比べ２億４千５百万円増加し、62億５千５百万円となりました。こ

れは主に、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品が減少した半面、現金及び預金、投資有価証

券（投資その他の資産その他）、電子記録債権が増加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１億７千２百万円増加し、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増加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７千２百万円増加し、34億４千万円となりました。これは主

に、配当金の支払があった半面、四半期純利益の計上およびその他有価証券評価差額金の増加に

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

　2021年９月期の業績予想につきましては、2021年４月28日に公表いたしました業績予想から変

更はありません。

　※上記の予想につきましては、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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年９月30日)

当第３四半期会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 659,045 1,038,824

受取手形及び売掛金 1,554,239 1,363,377

電子記録債権 64,172 179,774

有価証券 30,152 －

商品及び製品 261,140 213,111

仕掛品 276,460 352,540

原材料及び貯蔵品 519,478 428,321

その他 43,367 11,883

流動資産合計 3,408,058 3,587,832

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 672,307 707,488

土地 854,844 854,844

その他（純額） 270,512 247,372

有形固定資産合計 1,797,663 1,809,704

無形固定資産 62,999 55,732

投資その他の資産

その他 742,014 802,680

投資その他の資産合計 742,014 802,680

固定資産合計 2,602,677 2,668,118

資産合計 6,010,736 6,255,951

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 251,695 291,138

電子記録債務 101,615 189,610

短期借入金 690,000 750,000

1年内償還予定の社債 428,000 428,000

賞与引当金 71,559 17,674

その他 211,730 291,631

流動負債合計 1,754,600 1,968,054

固定負債

社債 344,000 330,000

退職給付引当金 195,230 165,977

役員退職慰労引当金 327,165 333,867

その他 22,208 17,724

固定負債合計 888,604 847,569

負債合計 2,643,204 2,815,623

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年９月30日)

当第３四半期会計期間
(2021年６月30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 1,788,919 1,787,895

自己株式 △923 △923

株主資本合計 3,363,650 3,362,625

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,881 77,701

評価・換算差額等合計 3,881 77,701

純資産合計 3,367,531 3,440,327

負債純資産合計 6,010,736 6,255,951
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（単位：千円）

 前第３四半期累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

 当第３四半期累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 2,388,042 2,718,020

売上原価 1,924,287 2,015,910

売上総利益 463,755 702,110

販売費及び一般管理費 507,377 491,507

営業利益又は営業損失（△） △43,622 210,602

営業外収益

受取利息 2,357 2,297

受取配当金 5,069 6,882

助成金収入 607 8,523

その他 5,594 5,532

営業外収益合計 13,627 23,236

営業外費用

支払利息 9,758 9,462

投資有価証券売却損 904 －

投資有価証券評価損 － 689

その他 853 2,935

営業外費用合計 11,516 13,086

経常利益又は経常損失（△） △41,510 220,751

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △41,510 220,751

法人税、住民税及び事業税 4,142 25,092

法人税等調整額 6,183 44,103

法人税等合計 10,325 69,195

四半期純利益又は四半期純損失（△） △51,836 151,555

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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（３）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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（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 1,077,931 1,202,197 2,280,128 107,913 2,388,042 － 2,388,042

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 1,077,931 1,202,197 2,280,128 107,913 2,388,042 － 2,388,042

セグメント利益又は損

失（△）
109,673 78,420 188,094 △6,414 181,680 △225,302 △43,622

（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 1,013,238 1,612,879 2,626,118 91,902 2,718,020 － 2,718,020

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 1,013,238 1,612,879 2,626,118 91,902 2,718,020 － 2,718,020

セグメント利益又は損

失（△）
171,235 279,912 451,148 △12,679 438,469 △227,866 210,602

（セグメント情報等）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2019年10月１日　至　2020年６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、飲食店の経営等を含ん

でおります。

２　セグメント利益又は損失の調整額△225,302千円は、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　セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失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３四半期累計期間（自　2020年10月１日　至　2021年６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、飲食店の経営等を含ん

でおります。

２　セグメント利益又は損失の調整額△227,866千円は、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　セグメント利益又は損失は、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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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 986,902 88.0

産業システム関連事業 1,568,246 130.4

その他 2,230 85.1

合計 2,557,380 109.9

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 1,171,462 124.0 1,240,067 205.9

産業システム関連事業 1,768,446 140.1 830,203 148.2

その他 2,230 85.1 － －

合計 2,942,140 133.1% 2,070,270 178.1

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 1,013,238 94.0

産業システム関連事業 1,612,879 134.2

その他 91,902 85.2

合計 2,718,020 113.8

相手先
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

㈱シンワバネス 299,356 12.5 464,258 17.1

３．その他

生産、受注及び販売の状況

①　生産実績

　当第３四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。

（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３四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。

（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３四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。

（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

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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