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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021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 ％

2021年12月期第２四半期 11,584 8.7 680 32.8 728 41.5 471 5.0

2020年12月期第２四半期 10,661 △14.1 512 9.9 515 3.4 449 37.6
(注) 包括利益 2021年12月期第２四半期 513百万円( 15.7％) 2020年12月期第２四半期 444百万円( －％)

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12月期第２四半期 38.95 －

2020年12月期第２四半期 37.14 －
　

　

（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12月期第２四半期 22,503 10,484 46.6

2020年12月期 23,907 10,147 42.4
(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 10,484百万円 2020年12月期 10,147百万円
　

　

　

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12月期 － 10.00 － 15.00 25.00

2021年12月期 － 10.00

2021年12月期(予想) － 15.00 25.00

(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12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12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 30,000 28.3 2,000 50.9 2,050 52.2 1,430 37.6 118.03
(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 、除外 ―社
　

　

（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12月期２Ｑ 12,603,595株 2020年12月期 12,603,595株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 483,814株 2020年12月期 494,805株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 12,111,798株 2020年12月期２Ｑ 12,095,643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予想等の将来に関する記述は、当社が現時点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、今後の様々な要因により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については、添付資料３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。
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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わが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により緊急事態宣言

が再発令され、経済活動や個人消費活動が再び制限を受けることになりました。感染拡大防止に向けたワクチン接

種が国内において開始されましたが、変異ウイルスの確認が続いており、未だ感染収束が見通せない先行き不透明

な状況が続いております。

このような状況の中、当社グループは当期創立100周年を迎え、中期経営計画（ＳＥＩＫＯ ＩＣ２０２１）のも

と、「事業の拡大」と「高収益体質への転換」の実現に向け、「グループ総合力発揮による社会イノベーション事

業の展開」「海外事業の拡大」「生産性の向上」の３つの重点施策に取り組んでまいりました。

当第２四半期連結累計期間におきましては、電力部門の情報制御や発変電分野、環境エネルギー部門の公共分野

やサービス部門が堅調に推移したことにより、売上高は11,584百万円（前年同期比 8.7％増）となりました。

損益につきましては、営業利益は680百万円（前年同期比 32.8％増）、経常利益は728百万円（同 41.5％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は、471百万円（同 5.0％増）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　

（電力部門）

ＯＴ（制御・運用技術）・ＩＴ（情報技術）を活用した情報制御システム、水力発電所(ＦＩＴ)向けシステムや

発変電システムなどが堅調に推移し、売上高は3,240百万円（前年同期比 16.5％増）、セグメント利益は324百万

円（同 28.0％増）となりました。

（環境エネルギー部門）

公共分野において水処理設備向け監視制御システムは堅調に推移したものの、一般産業向けが低調となり、売上

高は5,084百万円（前年同期比 4.9％減）となりましたが、公共分野において利益率が改善したことにより、セグ

メント利益は218百万円（同 57.5％増）となりました。

（情報部門）

港湾分野が低調であったものの、入退所管理システムの販売が増加したことや、フィリピンにおいて日系企業向

けのシステム開発が堅調に推移したことにより、売上高は597百万円（前年同期比 6.5％増）、セグメント利益は

67百万円（同 115.9％増）となりました。

（サービス部門）

　太陽光発電設備関連製品の大口案件により、売上高は1,775百万円（前年同期比 52.5％増）となりましたが、利

益率が低かったことなどにより、セグメント利益は80百万円（同 7.4％減）となりました。

（その他）

発電所向け工事案件の増加やオフィス向けの調光フィルムが堅調に推移したこと等により、売上高は886百万円

（前年同期比 10.2％増）となりましたが、電子制御機器製品の売上が減少したことにより、セグメント損失は10

百万円（前年同期 セグメント利益１百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

当第２四半期連結会計期間の流動資産の残高は、前連結会計年度と比較して2,243百万円減少の14,230百万円と

なりました。これは主に、現金及び預金が1,264百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が3,120百万円減少し

たことによるものであります。

（固定資産）

当第２四半期連結会計期間の固定資産の残高は、前連結会計年度と比較して839百万円増加の8,273百万円となり

ました。これは主に、有形固定資産が取得等により708百万円増加したことによるものであります。

（流動負債）

当第２四半期連結会計期間の流動負債の残高は、前連結会計年度と比較して3,207百万円減少の8,366百万円とな

りました。これは主に、短期借入金が2,617百万円減少したことによるものであります。

（固定負債）

当第２四半期連結会計期間の固定負債の残高は、前連結会計年度と比較して1,465百万円増加の3,652百万円とな

りました。これは主に、長期借入金が1,352百万円増加したことによるものであります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間の純資産の残高は、前連結会計年度と比較して336百万円増加の10,484百万円となり

ました。これは主に、利益剰余金が剰余金の配当により181百万円減少した一方で、親会社株主に帰属する四半期

純利益の計上により471百万円増加したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期業績予想につきましては、2021年２月２日に発表いたしました予想から変更はございません。
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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12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,894 3,158

受取手形及び売掛金 10,885 7,764

商品及び製品 656 637

仕掛品 2,333 2,043

原材料 335 351

その他 381 285

貸倒引当金 △13 △11

流動資産合計 16,473 14,230

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,144 2,099

その他（純額） 1,993 2,746

有形固定資産合計 4,137 4,846

無形固定資産 141 131

投資その他の資産

投資有価証券 3,038 3,178

その他 125 125

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 3,155 3,295

固定資産合計 7,434 8,273

資産合計 23,907 22,503

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,324 3,439

電子記録債務 1,701 1,360

短期借入金 3,190 572

未払法人税等 411 175

賞与引当金 － 393

工事損失引当金 8 32

その他 2,937 2,393

流動負債合計 11,573 8,366

固定負債

長期借入金 － 1,352

退職給付に係る負債 1,900 1,908

その他 285 391

固定負債合計 2,186 3,652

負債合計 13,760 12,019
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,607 2,607

資本剰余金 1,942 1,942

利益剰余金 4,817 5,107

自己株式 △229 △225

株主資本合計 9,136 9,431

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,211 1,237

為替換算調整勘定 △103 △92

退職給付に係る調整累計額 △98 △92

その他の包括利益累計額合計 1,010 1,052

純資産合計 10,147 10,484

負債純資産合計 23,907 22,503
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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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 10,661 11,584

売上原価 8,765 9,460

売上総利益 1,896 2,124

販売費及び一般管理費 1,384 1,443

営業利益 512 680

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 37 37

その他 23 31

営業外収益合計 61 69

営業外費用

支払利息 14 13

支払保証料 5 6

投資有価証券評価損 33 －

その他 5 2

営業外費用合計 58 21

経常利益 515 728

税金等調整前四半期純利益 515 728

法人税、住民税及び事業税 83 160

法人税等調整額 △17 96

法人税等合計 65 257

四半期純利益 449 471

親会社株主に帰属する四半期純利益 449 471
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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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 449 471

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10 25

為替換算調整勘定 △4 10

退職給付に係る調整額 10 6

その他の包括利益合計 △5 42

四半期包括利益 444 513

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 444 513
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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）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年１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

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

電力
部門

環境
エネルギー

部門

情報
部門

サービス
部門

計

売上高

外部顧客への売上高 2,782 5,348 561 1,164 9,856 805 10,661 － 10,661

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

0 15 123 420 560 152 712 △712 －

計 2,783 5,364 684 1,584 10,416 957 11,374 △712 10,661

セグメント利益 253 138 31 87 510 1 512 － 512

(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、制御機器、電子装置、(高分子/

液晶)複合膜フィルム等の製造販売、電気工事、機械器具設置工事であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年１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

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

電力
部門

環境
エネルギー

部門

情報
部門

サービス
部門

計

売上高

外部顧客への売上高 3,240 5,084 597 1,775 10,697 886 11,584 － 11,584

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

－ 87 183 521 791 33 825 △825 －

計 3,240 5,171 780 2,296 11,489 920 12,409 △825 11,584

セグメント利益又は
損失(△)

324 218 67 80 691 △10 680 － 680

(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、制御機器、電子装置、(高分子/

液晶)複合膜フィルム等の製造販売、電気工事、機械器具設置工事であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　


