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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９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 ％

2021年３月期第２四半期 81,590 △22.3 3,191 △57.8 3,712 △51.7 3,070 △42.8

2020年３月期第２四半期 104,973 6.2 7,560 122.6 7,679 98.1 5,371 490.2
(注)包括利益 2021年３月期第２四半期 4,664百万円( 16.0％) 2020年３月期第２四半期 4,020百万円( 428.9％)
　

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２四半期 90.13 －

2020年３月期第２四半期 157.67 －
　

　

（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２四半期 207,795 115,110 53.2

2020年３月期 215,389 112,843 50.2
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 110,545百万円 2020年３月期 108,209百万円
　

　

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 － 30.00 － 70.00 100.00

2021年３月期 － 30.00

2021年３月期(予想) － 60.00 90.00

(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 203,000 △9.9 11,000 △28.8 12,000 △25.0 8,000 △12.4 234.82
(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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２Ｑ 35,082,009株 2020年３月期 35,082,009株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 1,013,675株 2020年３月期 1,013,573株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 34,068,392株 2020年３月期２Ｑ 34,068,697株
　

(注) 当社は、「株式給付信託(ＢＢＴ)」を導入しており、期末自己株式数には、本信託に係る信託財産として株式会
社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)が保有する当社株式(2021年３月期２Ｑ 136,400株、2020年３月期 136,400
株)が含まれております。
また、当該信託口が保有する当社株式(2021年３月期２Ｑ 136,400株、2020年３月期２Ｑ 136,400株)を、期中
平均株式数の算定上控除する自己株式に含めております。

　

※ 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

　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
に関する事項については、添付資料Ｐ.３「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。
当社は、2020年11月17日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定であります。この説明会

で配布した資料等については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定であります。
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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２四半期連結累計期間における世界経済は、第１四半期では新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大

きく悪化した後、第２四半期に入り経済活動の再開に伴い持ち直しの動きが見られたものの、依然として先行きは

不透明な状況が続いております。米国と欧州では、行動制限の緩和後は個人消費の回復など持ち直しの動きが見ら

れましたが、全体として景気は減速しました。また、足元では新型コロナウイルス感染再拡大により、再び行動制

限が強まるリスクが高まっています。中国では、早期に経済活動を再開したことや、政府が投資促進策や消費刺激

策を講じたことなどから、景気は持ち直しました。日本では、海外における経済活動の活発化に伴い輸出の回復な

ど持ち直しの動きが見られたものの、全体として景気は悪化傾向となりました。

当社グループにおける市場環境のうち国内市場では、ビル空調分野においては、第１四半期連結累計期間におけ

る緊急事態宣言などによる影響が見られました。また、産業空調分野においても、景気悪化の影響や先行き不透明

感の高まりにより、各メーカーによる設備投資は慎重な動きが続きました。海外市場では、産業空調分野、自動車

塗装分野ともに、各メーカーの設備投資は調整局面が続きました。

このような環境のもと、当社は、資本提携による海外事業領域の拡大に向けた取り組みとして、2020年７月30日

にインドにおいてクリーンルーム向けパネルの製造・販売会社Nicomac Clean Rooms Far East LLP（以下「Nicomac

社」）に出資し、連結子会社化しました。このNicomac社はインド製薬メーカーを主要な顧客として、高品質なパネ

ルを製造・販売しておりますが、今回の資本参加を機に、中長期的に経済成長が見込まれるインド市場において、

高機能の空調設備を必要とする医薬品製造環境を中心に、同社のパネル製造、据付技術と当社の空調設備技術の融

合により、同国のクリーンルーム建設市場への対応力強化をめざします。なお、2020年９月30日をNicomac社のみな

し取得日にしているため、貸借対照表のみを連結し、当第２四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書及び

四半期連結包括利益計算書にNicomac社の業績は含まれていません。

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間における受注工事高は、国内、海外ともに減少し、945億14百

万円(前年同期比20.2％減少)となり、うち海外の受注工事高は、495億73百万円(前年同期比4.3％減少)となりまし

た。

完成工事高は、国内、海外ともに減少し、815億90百万円(前年同期比22.3％減少)となり、うち海外の完成工事高

は、341億35百万円(前年同期比16.1％減少)となりました。

利益面につきましては、完成工事総利益は129億79百万円(前年同期比47億99百万円減少)、営業利益は31億91百万

円(前年同期比43億69百万円減少)、経常利益は37億12百万円(前年同期比39億67百万円減少)、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は30億70百万円(前年同期比23億1百万円減少)となりました。

セグメントごとの業績(セグメント間の内部取引高を含む)は次のとおりであります。

環境システム事業

受注工事高は、海外ではタイなどで増加したものの、国内ではビル空調分野、産業空調分野とも前年同期に大型

案件の受注があったことによる反動減の影響もあり、全体としては前年同期を下回りました。完成工事高は、国内

においてはビル空調分野、産業空調分野とも減少し、また海外ではタイなどで減少したことから、全体としては前

年同期を下回りました。

この結果、受注工事高は、594億83百万円(前年同期比24.3％減少)となりました。このうちビル空調分野は、161

億69百万円(前年同期比31.4％減少)、産業空調分野は、433億14百万円(前年同期比21.3％減少)となりました。完成

工事高は、573億29百万円(前年同期比24.7％減少)となりました。このうちビル空調分野は、175億26百万円(前年同

期比30.2％減少)、産業空調分野は、398億２百万円(前年同期比22.0％減少)となりました。セグメント利益(経常利

益)につきましては44億60百万円(前年同期比30億12百万円減少)となりました。

塗装システム事業

受注工事高は、欧州などで増加したものの、北米などで減少し、前年同期を下回りました。完成工事高は、国内

およびインドなど海外でも減少し、前年同期を下回りました。

この結果、受注工事高は、350億30百万円(前年同期比12.1％減少)となりました。完成工事高は、242億64百万円

(前年同期比15.8％減少)となりました。セグメント損失(経常損失)につきましては、10億56百万円(前年同期は５億

28百万円のセグメント利益(経常利益))となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比べ9.2％減少し、1,534億37百万円となりまし

た。これは未成工事支出金が５億11百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が135億76百万円、現金預金が

67億45百万円それぞれ減少したことなどによります。

当第２四半期連結会計期間末の固定資産は前連結会計年度末に比べ17.1％増加し、543億57百万円となりまし

た。これはのれんが40億54百万円、投資有価証券が30億34百万円、退職給付に係る資産が５億40百万円それぞれ

増加し、繰延税金資産が99百万円減少したことなどによります。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ3.5％減少し、2,077億95百万円

となりました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は前連結会計年度末に比べ12.8％減少し、818億63百万円となりまし

た。これは短期借入金が54億94百万円、未成工事受入金が33億65百万円それぞれ増加し、支払手形・工事未払金

等が180億47百万円、未払法人税等が10億61百万円それぞれ減少したことなどによります。

当第２四半期連結会計期間末の固定負債は前連結会計年度末に比べ25.5％増加し、108億21百万円となりまし

た。これは、繰延税金負債が20億６百万円、長期借入金が２億10百万円それぞれ増加したことなどによります。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ9.6％減少し、926億84百万円と

なりました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ2.0％増加し、1,151億10百万円となりま

した。これはその他有価証券評価差額金が21億82百万円、利益剰余金が６億76百万円それぞれ増加し、為替換算

調整勘定が８億60百万円減少したことなどによります。

(キャッシュ・フローの状況の分析)

当第２四半期連結累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、前連結会計年度末に比べ

99億59百万円減少し、488億87百万円(前年同期末は353億72百万円)となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上や売上債権の減少などにより増加し

たものの、仕入債務の減少、法人税等の支払などにより、64億42百万円の資金減少(前年同期は21億４百万円の

資金減少)となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の売却による収入などにより増加したものの、

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出などにより、60億２百万円の資金減少(前年同期は１億

61百万円の資金増加)となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払や非支配株主への配当金の支払などにより減少したもの

の、短期借入金の純増により、30億98百万円の資金増加(前年同期は122億45百万円の資金減少)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

2020年８月11日に発表した通期の業績予想について変更はありません。
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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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 57,626 50,881

受取手形・完成工事未収入金等 96,726 83,149

有価証券 3,500 1,000

未成工事支出金 3,097 3,608

材料貯蔵品 358 506

その他 7,979 14,542

貸倒引当金 △329 △250

流動資産合計 168,958 153,437

固定資産

有形固定資産 10,493 10,588

無形固定資産

のれん 755 4,810

その他 2,824 3,205

無形固定資産合計 3,580 8,015

投資その他の資産

投資有価証券 24,388 27,423

繰延税金資産 655 555

退職給付に係る資産 5,181 5,721

その他 2,187 2,107

貸倒引当金 △55 △54

投資その他の資産合計 32,357 35,753

固定資産合計 46,430 54,357

資産合計 215,389 207,795

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 57,623 39,576

短期借入金 6,460 11,954

未払法人税等 1,481 419

未成工事受入金 14,342 17,708

賞与引当金 － 1,965

完成工事補償引当金 836 796

工事損失引当金 289 175

役員賞与引当金 116 －

その他 12,772 9,266

流動負債合計 93,924 81,863

固定負債

長期借入金 1,952 2,163

繰延税金負債 4,497 6,504

役員退職慰労引当金 51 35

役員株式給付引当金 109 109

退職給付に係る負債 1,706 1,689

その他 305 320

固定負債合計 8,622 10,821

負債合計 102,546 92,684
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,455 6,455

資本剰余金 5,058 5,058

利益剰余金 90,842 91,519

自己株式 △2,593 △2,594

株主資本合計 99,762 100,438

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,376 10,559

繰延ヘッジ損益 △0 △15

為替換算調整勘定 372 △487

退職給付に係る調整累計額 △302 50

その他の包括利益累計額合計 8,447 10,106

非支配株主持分 4,633 4,565

純資産合計 112,843 115,110

負債純資産合計 215,389 207,795
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

完成工事高 104,973 81,590

完成工事原価 87,195 68,611

完成工事総利益 17,778 12,979

販売費及び一般管理費 10,217 9,787

営業利益 7,560 3,191

営業外収益

受取利息 158 153

受取配当金 319 307

保険配当金 25 145

不動産賃貸料 59 50

貸倒引当金戻入額 0 －

その他 117 188

営業外収益合計 681 845

営業外費用

支払利息 90 77

不動産賃貸費用 11 7

為替差損 268 101

貸倒引当金繰入額 － 0

持分法による投資損失 120 82

その他 70 56

営業外費用合計 561 324

経常利益 7,679 3,712

特別利益

固定資産処分益 7 619

特別利益合計 7 619

特別損失

固定資産処分損 21 155

減損損失 0 0

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 0 0

特別損失合計 21 155

税金等調整前四半期純利益 7,665 4,176

法人税、住民税及び事業税 1,014 176

法人税等調整額 1,045 995

法人税等合計 2,059 1,171

四半期純利益 5,605 3,005

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（△）

234 △65

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,371 3,070
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 5,605 3,005

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,085 2,182

繰延ヘッジ損益 1 △15

為替換算調整勘定 △211 △846

退職給付に係る調整額 △276 353

持分法適用会社に対する持分相当額 △13 △13

その他の包括利益合計 △1,585 1,659

四半期包括利益 4,020 4,664

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,900 4,729

非支配株主に係る四半期包括利益 119 △65
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 7,665 4,176

減価償却費 1,046 1,079

のれん償却額 46 25

貸倒引当金の増減額（△は減少） △213 △67

工事損失引当金の増減額（△は減少） △57 △109

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19 △16

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 20 －

退職給付に係る資産及び負債の増減額 △88 △7

受取利息及び受取配当金 △478 △461

支払利息 90 77

固定資産処分損益（△は益） 13 △463

投資有価証券売却損益（△は益） 0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 532 13,078

たな卸資産の増減額（△は増加） △274 △591

未収入金の増減額（△は増加） 210 △81

仕入債務の増減額（△は減少） △6,048 △17,625

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,655 3,443

未払消費税等の増減額（△は減少） 6 △677

預り金の増減額（△は減少） △37 △44

未払費用の増減額（△は減少） △573 △533

その他 △4,939 △6,324

小計 559 △5,122

利息及び配当金の受取額 478 459

利息の支払額 △86 △77

法人税等の支払額 △3,055 △1,702

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,104 △6,442
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,490 △1,967

定期預金の払戻による収入 2,741 1,275

有形及び無形固定資産の取得による支出 △944 △1,667

有形及び無形固定資産の売却による収入 3 673

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 0 －

投資有価証券の償還による収入 － 0

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に
よる支出

－ △4,290

子会社株式の条件付取得対価の支払額 △132 －

長期貸付けによる支出 △32 △12

長期貸付金の回収による収入 32 30

保険積立金の積立による支出 △0 －

保険積立金の払戻による収入 － 0

その他 △15 △44

投資活動によるキャッシュ・フロー 161 △6,002

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） △6,499 5,744

長期借入れによる収入 2 1,634

長期借入金の返済による支出 △792 △1,644

リース債務の返済による支出 △15 △56

非支配株主への払戻による支出 △134 －

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △2,246 △2,392

非支配株主への配当金の支払額 △438 △186

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△2,119 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,245 3,098

現金及び現金同等物に係る換算差額 △300 △613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,488 △9,959

現金及び現金同等物の期首残高 49,861 58,846

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,372 48,887
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（４）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）

　当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

　該当事項はありません。

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)

前連結会計年度の有価証券報告書における「（追加情報）新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見

積りについて」に記載した仮定について、重要な変更はありません。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９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

報告セグメント
調整額
(百万円)
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(百万円)
(注２)

環境システム
事業

(百万円)

塗装システム
事業

(百万円)

合計
(百万円)

売上高

外部顧客への売上高 76,142 28,830 104,973 － 104,973

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 76,142 28,830 104,973 － 104,973

セグメント利益 7,473 528 8,001 △321 7,679

(注) １ 調整額は、以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額△321百万円は、各報告セグメントに配分していない全社損益(全社収益と全社

費用の純額)△325百万円及びその他の調整額４百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメ

ントに帰属しない一般管理費、受取配当金等であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常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２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９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

報告セグメント
調整額
(百万円)
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(百万円)
(注２)

環境システム
事業

(百万円)

塗装システム
事業

(百万円)

合計
(百万円)

売上高

外部顧客への売上高 57,325 24,264 81,590 － 81,590

セグメント間の内部
売上高又は振替高

3 － 3 △3 －

計 57,329 24,264 81,593 △3 81,590

セグメント利益又は損失(△) 4,460 △1,056 3,404 308 3,712

(注) １ 調整額は、以下のとおりであります。

セグメント利益又は損失(△)の調整額308百万円は、各報告セグメントに配分していない全社損益(全社

収益と全社費用の純額)308百万円及びその他の調整額０百万円が含まれております。全社損益は、主に報

告セグメントに帰属しない一般管理費、受取配当金等であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常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

(のれんの金額の重要な変動)

「環境システム事業」セグメントにおいて、Nicomac Clean Rooms Far East LLPの持分を取得し、同社を連結

子会社としました。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては4,092百万円であります。

また、上記の金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
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３． (参考) 四半期財務諸表 (個別)

(注) この四半期財務諸表（個別）は、四半期財務諸表等規則に基づき当社が任意で作成したものであります。

（１）四半期貸借対照表 (個別)

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 29,459 17,087

受取手形・完成工事未収入金等 61,904 56,434

有価証券 3,500 1,000

未成工事支出金 511 1,724

材料貯蔵品 142 163

その他 3,619 6,888

貸倒引当金 △19 △18

流動資産合計 99,117 83,278

固定資産

有形固定資産 4,436 4,420

無形固定資産 1,878 1,601

投資その他の資産

投資有価証券 23,833 26,965

関係会社株式 9,681 9,681

関係会社出資金 － 4,766

前払年金費用 5,374 5,434

その他 1,284 1,287

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 40,170 48,131

固定資産合計 46,486 54,153

資産合計 145,603 137,432

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 36,340 25,440

短期借入金 2,433 2,291

未払法人税等 1,101 167

未成工事受入金 1,513 2,068

賞与引当金 － 1,900

完成工事補償引当金 258 348

工事損失引当金 133 56

役員賞与引当金 109 －

その他 9,222 6,163

流動負債合計 51,113 38,437

固定負債

長期借入金 164 252

繰延税金負債 2,471 4,357

退職給付引当金 120 149

役員株式給付引当金 109 109

その他 35 49

固定負債合計 2,901 4,918

負債合計 54,014 43,355
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,455 6,455

資本剰余金 7,413 7,413

利益剰余金 71,937 72,258

自己株式 △2,593 △2,594

株主資本合計 83,212 83,533

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,376 10,559

繰延ヘッジ損益 △0 △15

評価・換算差額等合計 8,376 10,543

純資産合計 91,588 94,077

負債純資産合計 145,603 137,432
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（２）四半期損益計算書 (個別)

(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

完成工事高 64,864 46,053

完成工事原価 53,360 38,350

完成工事総利益 11,504 7,702

販売費及び一般管理費 6,365 5,924

営業利益 5,138 1,778

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 589 743

不動産賃貸料 82 84

技術指導料 608 657

貸倒引当金戻入額 0 －

その他 63 160

営業外収益合計 1,345 1,645

営業外費用

支払利息 14 7

不動産賃貸費用 24 18

為替差損 291 9

貸倒引当金繰入額 － 0

その他 56 39

営業外費用合計 387 75

経常利益 6,096 3,348

特別利益

固定資産処分益 － 592

特別利益合計 － 592

特別損失

固定資産処分損 16 154

減損損失 0 0

投資有価証券評価損 0 －

特別損失合計 16 154

税引前四半期純利益 6,079 3,786

法人税、住民税及び事業税 529 126

法人税等調整額 1,223 944

法人税等合計 1,752 1,070

四半期純利益 4,327 2,716
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４．補足情報

（１）四半期受注工事高、完成工事高及び繰越工事高の状況（連結）

区分

前第２四半期
連結累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期
連結累計期間

(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

増減

金額
(百万円)

構成比
(%)

金額
(百万円)

構成比
(%)

金額
(百万円)

率
(%)

受注工事高

環境システム事業 ビル空調 23,577 19.9 16,169 17.1 △7,408 △31.4

産業空調 55,023 46.5 43,314 45.8 △11,709 △21.3

小計 78,601 66.4 59,483 62.9 △19,118 △24.3

(うち海外) (18,954) (16.0) (19,478) (20.6) (524) (2.8)

塗装システム事業 39,847 33.6 35,030 37.1 △4,816 △12.1

(うち海外) (32,873) (27.8) (30,094) (31.8) (△2,778) (△8.5)

合計 118,449 100.0 94,514 100.0 △23,935 △20.2

(うち海外) (51,827) (43.8) (49,573) (52.4) (△2,253) (△4.3)

完成工事高

環境システム事業 ビル空調 25,112 23.9 17,526 21.5 △7,586 △30.2

産業空調 51,030 48.6 39,799 48.8 △11,230 △22.0

小計
(注)２,３

76,142 72.5 57,325 70.3 △18,816 △24.7

(うち海外) (17,621) (16.8) (13,956) (17.1) (△3,665) (△20.8)

塗装システム事業 (注)２,３ 28,830 27.5 24,264 29.7 △4,566 △15.8

(うち海外) (23,080) (22.0) (20,178) (24.7) (△2,901) (△12.6)

合計 104,973 100.0 81,590 100.0 △23,383 △22.3

(うち海外) (40,701) (38.8) (34,135) (41.8) (△6,566) (△16.1)

繰越工事高

環境システム事業 ビル空調 51,277 27.4 44,247 23.8 △7,030 △13.7

産業空調 63,647 34.0 73,147 39.3 9,500 14.9

小計 114,925 61.4 117,395 63.1 2,469 2.1

(うち海外) (25,239) (13.5) (39,615) (21.3) (14,375) (57.0)

塗装システム事業 72,367 38.6 68,536 36.9 △3,830 △5.3

(うち海外) (64,255) (34.3) (61,135) (32.9) (△3,120) (△4.9)

合計 187,293 100.0 185,932 100.0 △1,360 △0.7

(うち海外) (89,495) (47.8) (100,751) (54.2) (11,255) (12.6)

(注) 1 受注工事高、完成工事高及び繰越工事高は、外部顧客に対する取引金額となっております。

2 前第２四半期連結累計期間の環境システム事業の完成工事高とセグメント情報における環境システム事業の売

上高、及び塗装システム事業の完成工事高とセグメント情報における塗装システム事業の売上高との差異はあ

りません。

3 当第２四半期連結累計期間の環境システム事業の完成工事高57,325百万円とセグメント情報における環境シス

テム事業の売上高57,329百万円との差異３百万円は、セグメント間の内部売上高であります。また、塗装シス

テム事業の完成工事高とセグメント情報における塗装システム事業の売上高との差異はありません。
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（２）四半期受注工事高、完成工事高及び繰越工事高の状況（個別）

区分

前第２四半期
累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期
累計期間

(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

増減

金額
(百万円)

構成比
(%)

金額
(百万円)

構成比
(%)

金額
(百万円)

率
(%)

受注工事高

環境システム事業 ビル空調 21,900 33.5 15,057 33.2 △6,843 △31.2

産業空調 36,382 55.7 23,806 52.6 △12,575 △34.6

小計 58,282 89.2 38,863 85.8 △19,419 △33.3

(うち海外) (367) (0.6) (45) (0.1) (△321) (△87.5)

塗装システム事業 7,082 10.8 6,448 14.2 △634 △9.0

(うち海外) (2,329) (3.6) (2,307) (5.1) (△21) (△0.9)

合計 65,365 100.0 45,312 100.0 △20,053 △30.7

(うち海外) (2,696) (4.2) (2,353) (5.2) (△342) (△12.7)

完成工事高

環境システム事業 ビル空調 23,828 36.7 15,855 34.4 △7,973 △33.5

産業空調 33,426 51.5 25,815 56.1 △7,611 △22.8

小計 57,255 88.2 41,670 90.5 △15,584 △27.2

(うち海外) (64) (0.1) (36) (0.1) (△27) (△43.3)

塗装システム事業 7,609 11.8 4,382 9.5 △3,226 △42.4

(うち海外) (3,234) (5.0) (1,283) (2.8) (△1,950) (△60.3)

合計 64,864 100.0 46,053 100.0 △18,810 △29.0

(うち海外) (3,299) (5.1) (1,320) (2.9) (△1,978) (△60.0)

繰越工事高

環境システム事業 ビル空調 50,210 50.9 43,126 49.3 △7,084 △14.1

産業空調 38,700 39.3 33,723 38.5 △4,977 △12.9

小計 88,911 90.2 76,849 87.8 △12,062 △13.6

(うち海外) (309) (0.3) (210) (0.2) (△98) (△31.9)

塗装システム事業 9,672 9.8 10,705 12.2 1,033 10.7

(うち海外) (3,592) (3.6) (3,924) (4.5) (332) (9.2)

合計 98,583 100.0 87,555 100.0 △11,028 △11.2

(うち海外) (3,901) (3.9) (4,135) (4.7) (233) (6.0)
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（３）地域に関する情報

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

売上高

日本
(百万円)

北米
(百万円)

東南アジア 東アジア

インド
(百万円)タイ

(百万円)

その他の
東南アジア
(百万円)

中国
(百万円)

その他の
東アジア
(百万円)

64,271 6,261 8,657 10,273 5,615 408 4,858

その他
(百万円)

合計
(百万円)

4,627 104,973

　

当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

売上高

日本
(百万円)

北米
(百万円)

東南アジア 東アジア

インド
(百万円)タイ

(百万円)

その他の
東南アジア
(百万円)

中国
(百万円)

その他の
東アジア
(百万円)

47,455 7,591 6,695 7,868 5,140 648 1,449

　

その他
(百万円)

合計
(百万円)

4,742 81,590
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