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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 179,490 △28.9 △3,531 － △2,112 － △2,318 －

2020年３月期第２四半期 252,476 △6.4 13,711 △18.2 13,711 △22.0 11,257 4.6
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 4,046百万円(△48.5％) 2020年３月期第２四半期 7,863百万円(△32.8％)
　

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

2021年３月期第２四半期 △54.39 －

2020年３月期第２四半期 264.08 －
　

　

（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 621,997 312,050 44.5

2020年３月期 625,899 309,136 43.7
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 276,815百万円 2020年３月期 273,561百万円
　

　　

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 － 55.00 － 15.00 70.00

2021年３月期 － 10.00

2021年３月期(予想) － 10.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　　

　

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 390,000 △20.5 2,000 △91.9 3,500 △85.6 500 △95.4 11.73
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　



※ 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)
　　

（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 43,448,769株 2020年３月期 43,448,769株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 820,787株 2020年３月期 820,446株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 42,628,168株 2020年３月期２Ｑ 42,629,272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などの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であ
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。な
お、上記業績予想に関する事項は【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」をご参照ください。
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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経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況で推移

しました。足元では、新型コロナウイルスの感染者数が減少傾向となり、社会経済活動のレベルを引き上げていく

なかで、個人消費や鉱工業生産は持ち直しているものの、国内外の感染症動向や金融資本市場の変動等、依然とし

て先行きは不透明な状況が継続しております。

　このような経済環境の中、特殊鋼の主要需要先である自動車関連の受注は、第１四半期を底に回復基調にあるも

のの、新型コロナウイルス感染症の影響による世界各地での自動車販売減少と、それに伴う日系自動車メーカーの

車両生産減少を受け、前年同期比で減少しました。産業機械の受注も経済活動の停滞で減少しましたが、半導体関

連の受注は設備投資の回復により増加しました。この結果、鋼材売上数量は前年同期比で減少しました。一方、原

材料・資材関係については、鉄屑価格は国内需給の緩和により前年同期よりも安値で推移し、また製鋼工程で使用

する黒鉛電極等の副資材価格も下向きました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高は前年同期比729億85百万円減収の1,794億90百

万円、経常損益は前年同期比158億23百万円減益の21億12百万円の損失、親会社株主に帰属する四半期純損益は前年

同期比135億76百万円減益の23億18百万円の損失となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①特殊鋼鋼材

構造用鋼は、主要需要先である自動車関連や産業機械向けの受注減少を受け、前年同期比で数量が減少しまし

た。工具鋼も、自動車関連の受注減少を受け、前年同期比で数量が減少しました。主要原材料である鉄屑価格は、

国内需給の緩和により安値で推移し、また製鋼工程で使用する黒鉛電極等の副資材価格も下向きました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の特殊鋼鋼材の売上高は、売上数量の減少により前年同期比38.4％減少の

598億34百万円、営業損益は前年同期比61億99百万円減益の29億84百万円の損失となりました。

②機能材料・磁性材料

ステンレス鋼および高合金は、半導体関連の受注では設備投資の回復により増加しましたが、自動車関連や産業

機械向けの受注は減少し、前年同期比で数量が減少しました。磁石製品は国内外の、粉末製品は海外の自動車関連

需要の減少により、売上高が減少しました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の機能材料・磁性材料の売上高は、売上数量の減少により前年同期比23.5

％減少の648億６百万円、営業利益は前年同期比47億70百万円減益の21億75百万円となりました。

③自動車部品・産業機械部品

自由鍛造品は、半導体関連や重電需要が好調に推移しましたが、航空機需要等が減少し、売上高は前年同期比で

減少しました。エンジンバルブ部品・型鍛造品は自動車生産の減少を受け、売上高は前年同期比で減少しました。

精密鋳造品は、自動車生産の減少に伴うターボ関連製品の需要が減少し、売上高は前年同期比で減少しました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の自動車部品・産業機械部品の売上高は、売上数量の減少により前年同期

比27.8％減少の360億50百万円、営業損益は前年同期比47億16百万円減益の40億96百万円の損失となりました。

④エンジニアリング

自動車部品向け熱処理炉受注の減少およびメンテナンス事業の案件減少により、当第２四半期連結累計期間の売

上高は、前年同期比17.0％減少の102億65百万円、営業利益は前年同期比10億34百万円減益の４億89百万円となりま

した。
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⑤流通・サービス

当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比1.9％増加の85億33百万円、営業利益は前年同期比５億31百万

円減益の８億77百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当社グループの当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ39億２百万円減少し6,219億97百万円とな

りました。総資産の増加の主な内訳は、「現金及び預金」の増加202億31百万円、「投資有価証券」の増加87億67百

万円、減少の主な内訳は、「受取手形及び売掛金」の減少216億58百万円、「たな卸資産」の減少106億23百万円で

あります。

「現金及び預金」は、新型コロナウイルス感染症に伴う事業や金融環境の変化に対応するため手元資金の流動性

を高めたことにより増加しました。「投資有価証券」は、保有株式の時価の上昇等により増加しました。「受取手

形及び売掛金」および「たな卸資産」は、主として売上減少により減少しました。

また、当社グループの当第２四半期連結会計期間末の非支配株主持分を含めた純資産額は、前期末に比べ29億14

百万円増加し3,120億50百万円となりました。純資産の増加の主な内訳と要因は、保有株式の時価の上昇等による

「その他有価証券評価差額金」の増加68億84百万円、減少の主な内訳と要因は、親会社株主に帰属する四半期純損

失23億18百万円の計上等による「利益剰余金」の減少30億68百万円であります。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は44.5％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

当期の世界経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、先行きは依然として不透明な状況ではありますが、

経済活動が段階的に進められるなかで、持ち直しの動きが続くことが期待されます。当社の主要需要先である自動

車関連の受注は、第１四半期を底に回復基調となりましたが、第３四半期以降も世界自動車販売が回復することが

想定されており、この傾向は継続するものと見込まれます。産業機械の受注も、経済活動の回復により増加基調へ

転ずることが見込まれますが、航空機需要等一部の分野では回復に時間が掛かると見込んでいます。このような環

境下、新型コロナウイルスの感染防止に努めるとともに、固定費を中心とした徹底的なコスト圧縮策を推し進めた

事業活動を引き続き図ってまいります。

通期の業績につきましては、足元の受注状況及び世界経済の回復が継続すると仮定し、売上高3,900億円、営業利

益20億円、経常利益35億円、親会社株主に帰属する当期純利益５億円と見込んでいますが、新型コロナウイルスの

感染が再拡大し、世界経済に深刻な影響を与えた際は変動する可能性があります。
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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

現金及び預金 59,558 79,789

受取手形及び売掛金 102,254 80,596

電子記録債権 16,027 13,139

たな卸資産 127,174 116,550

その他 5,721 6,726

貸倒引当金 △93 △79

流動資産合計 310,641 296,723

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 83,464 83,702

機械装置及び運搬具（純額） 101,976 104,237

その他（純額） 52,051 50,062

有形固定資産合計 237,492 238,002

無形固定資産 1,619 2,185

投資その他の資産

投資有価証券 65,330 74,097

退職給付に係る資産 5,262 5,571

その他 5,728 5,549

貸倒引当金 △175 △133

投資その他の資産合計 76,145 85,085

固定資産合計 315,257 325,274

資産合計 625,899 621,997
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 40,828 29,936

電子記録債務 25,993 17,777

短期借入金 80,927 89,828

コマーシャル・ペーパー 17,000 －

未払法人税等 2,861 1,624

賞与引当金 7,576 7,424

その他の引当金 2,691 1,703

その他 20,540 17,508

流動負債合計 198,419 165,804

固定負債

社債 35,000 35,000

長期借入金 59,508 81,126

その他の引当金 3,633 4,911

退職給付に係る負債 10,762 11,333

その他 9,438 11,770

固定負債合計 118,344 144,142

負債合計 316,763 309,946

純資産の部

株主資本

資本金 37,172 37,172

資本剰余金 30,449 30,449

利益剰余金 212,136 209,068

自己株式 △3,656 △3,657

株主資本合計 276,101 273,032

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,415 11,299

繰延ヘッジ損益 △3 △47

土地再評価差額金 1,537 1,537

為替換算調整勘定 712 △229

退職給付に係る調整累計額 △9,203 △8,778

その他の包括利益累計額合計 △2,539 3,783

非支配株主持分 35,574 35,235

純資産合計 309,136 312,050

負債純資産合計 625,899 621,997
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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)

売上高 252,476 179,490

売上原価 210,167 158,495

売上総利益 42,309 20,994

販売費及び一般管理費 28,597 24,526

営業利益又は営業損失（△） 13,711 △3,531

営業外収益

受取利息 99 77

受取配当金 975 799

雇用調整助成金 － 2,493

持分法による投資利益 375 56

その他 432 804

営業外収益合計 1,882 4,232

営業外費用

支払利息 418 418

環境対策引当金繰入額 295 1,342

固定資産除却損 326 377

為替差損 222 257

その他 619 417

営業外費用合計 1,882 2,813

経常利益又は経常損失（△） 13,711 △2,112

特別利益

投資有価証券売却益 33 38

固定資産売却益 7,441 －

特別利益合計 7,474 38

特別損失

固定資産圧縮損 2,772 －

投資有価証券評価損 667 －

その他 259 －

特別損失合計 3,699 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

17,485 △2,073

法人税、住民税及び事業税 5,611 1,167

法人税等調整額 105 △1,016

法人税等合計 5,717 151

四半期純利益又は四半期純損失（△） 11,768 △2,225

非支配株主に帰属する四半期純利益 511 93

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

11,257 △2,318
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 11,768 △2,225

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,752 6,890

繰延ヘッジ損益 △23 △43

為替換算調整勘定 △647 △1,022

退職給付に係る調整額 △456 460

持分法適用会社に対する持分相当額 △25 △12

その他の包括利益合計 △3,905 6,272

四半期包括利益 7,863 4,046

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 7,387 4,095

非支配株主に係る四半期包括利益 475 △48
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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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

17,485 △2,073

減価償却費 12,022 12,794

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 △56

賞与引当金の増減額（△は減少） △93 △146

その他の引当金の増減額（△は減少） △315 290

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △817 168

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 429 754

受取利息及び受取配当金 △1,074 △877

支払利息 418 418

為替差損益（△は益） 24 96

持分法による投資損益（△は益） △375 △56

投資有価証券売却損益（△は益） △33 △38

投資有価証券評価損益（△は益） 667 －

有形固定資産除却損 492 379

有形固定資産売却損益（△は益） △7,609 △6

固定資産圧縮損 2,772 －

売上債権の増減額（△は増加） 10,575 24,191

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,101 10,213

仕入債務の増減額（△は減少） △18,828 △18,763

その他 △993 △1,699

小計 19,832 25,589

利息及び配当金の受取額 1,275 931

利息の支払額 △440 △394

法人税等の支払額 △5,610 △2,781

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,057 23,344

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 △422 △498

定期預金の払戻による収入 78 497

有形固定資産の取得による支出 △27,387 △14,921

有形固定資産の売却による収入 8,077 12

投資有価証券の取得による支出 △717 △7

投資有価証券の売却による収入 37 63

貸付けによる支出 △21 △13

貸付金の回収による収入 19 15

その他 △418 △689

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,755 △15,541
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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)

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） △7,578 5,863

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 12,000 △17,000

長期借入れによる収入 11,758 25,522

長期借入金の返済による支出 △12,487 △679

社債の発行による収入 15,000 －

社債の償還による支出 △10,000 －

自己株式の取得による支出 △2 △1

子会社の自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △2,769 △644

非支配株主への配当金の支払額 △462 △286

その他 △169 △201

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,289 12,571

現金及び現金同等物に係る換算差額 △175 △470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △583 19,903

現金及び現金同等物の期首残高 40,728 57,843

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 4,970 328

現金及び現金同等物の四半期末残高 45,115 78,075
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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）

該当事項はありません。

（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

（単位：百万円）

特殊鋼鋼材
機能材料・
磁性材料

自動車部品
・産業機械

部品

エンジニア
リング

流通・
サービス

合計
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

売上高

外部顧客への
売上高

97,117 84,693 49,928 12,361 8,375 252,476 － 252,476

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

30,643 8,115 11,534 462 6,752 57,509 △57,509 －

計 127,761 92,808 61,463 12,824 15,128 309,986 △57,509 252,476

セグメント利益 3,215 6,946 620 1,524 1,409 13,715 △3 13,711

(注)１ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

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調整を行っております。

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

（単位：百万円）

特殊鋼鋼材
機能材料・
磁性材料

自動車部品
・産業機械

部品

エンジニア
リング

流通・
サービス

合計
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

売上高

外部顧客への
売上高

59,834 64,806 36,050 10,265 8,533 179,490 － 179,490

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

21,378 5,324 8,457 224 5,914 41,300 △41,300 －

計 81,213 70,131 44,508 10,490 14,447 220,790 △41,300 179,490

セグメント利益
又は損失(△)

△2,984 2,175 △4,096 489 877 △3,538 6 △3,531

(注)１ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

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損失と調整を行っております。
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３．補足説明資料

（1）当第２四半期のセグメント別売上高・営業利益 （2）要約連結損益計算書(四半期累計期間)

（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）

売上高 営業利益

2020年9月

第2四半期

前年同期差

増減額
(増減率)

2020年9月

第2四半期

前年同期差
2020年9月

第2四半期

前年同期差

増減額
増減額

(増減率)

特 殊 鋼 鋼 材 59,834
-37,282

△2,984 -6,199 売 上 高 179,490
-72,985

(-38.4％) (-28.9％)

機能材料・磁性材料 64,806
-19,886

2,175 -4,770 営 業 利 益 △3,531
-17,243

(-23.5％) (－％)

自動車・産業機械部品 36,050
-13,878

△4,096 -4,716
営 業 外 損 益 1,419 1,419

(-27.8％)
経 常 利 益 △2,112

-15,823

エ ン ジ ニ ア リ ン グ 10,265
-2,096

489 -1,034
(－％)

(-17.0％) 特 別 損 益 38 -3,735

流 通 ・ サ ー ビ ス 8,533
157

877 -531
税 引 前 純 利 益 △2,073 -19,559

(1.9％) 法 人 税 等 151 -5,565

調整 － － 6 10
非支配株主に帰属する

当 期 純 利 益
93 -418

計 179,490
-72,985

△3,531 -17,243
親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
△2,318

-13,576

(-28.9％) (－％)

（鋼材売上数量(単体) 378千t、前年同期差 247千t減）

（3）当第２四半期の経常利益増減要因（前年同期対比）

　 （単位：億円）（参考：原料・為替市況）

増益要因 金額 減益要因 金額 2019年9月 2020年9月

１．原燃料等市況 108 １．販売数量減少 180 第２四半期 第２四半期

２．固定費の改善 46 ２．販売価格下落 73 Ｈ２建値
23.3 17.9

３．営業外損益 14 ３．内容構成差他 55 （千円／ｔ）

４．変動費の悪化 18 ニッケル(LME)
6.3 6.0

（＄／ｌｂ）

計（ａ） 168 計（ｂ） 326 為替レート(TTM)
109.6 107.9

差引（ａ）－（ｂ） -158 （円／＄）

（4）要約連結貸借対照表

（単位：百万円）

科目
前期 当第２四半期

増減 科目
前期 当第２四半期

増減2020年
3月末

2020年
9月末

2020年
3月末

2020年
9月末

流動資産 310,641 296,723 -13,918 負債 316,763 309,946 -6,816

現 預 金 59,558 79,789 20,231 営 業 債 務 66,821 47,714 -19,107

営 業 債 権 118,281 93,735 -24,546 有 利 子 負 債 193,881 207,302 13,421

た な 卸 資 産 127,174 116,550 -10,623 そ の 他 56,060 54,929 -1,131

そ の 他 5,627 6,647 1,019

固定資産 315,257 325,274 10,016 純資産 309,136 312,050 2,914

有 形 固 定 資 産 237,492 238,002 509 株 主 資 本 276,101 273,032 -3,069

無 形 固 定 資 産 1,619 2,185 565
その他の包括利益
累 計 額

△2,539 3,783 6,322

投資その他の資産 76,145 85,085 8,940 非支配株主持分 35,574 35,235 -339

資産合計 625,899 621,997 -3,902 負債純資産合計 625,899 621,997 -3,902
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（5）予想セグメント別売上高・営業利益 （6）業績予想

（単位：百万円、％） （単位：百万円、％）

売上高 営業利益
予想
2021年
3月期

前期差
増減額
(増減率)

予想
2021年
3月期

前期差 予想
2021年
3月期

前期差
増減額

増減額

(増減率)

特 殊 鋼 鋼 材 135,000
-46,674

△4,500 -9,648 売 上 高 390,000
-100,421

(-25.7％) (-20.5％)

機能材料・磁性材料 142,000
-25,356

8,700 -4,938 営 業 利 益 2,000
-22,768

(-15.2％) (-91.9％)

自動車・産業機械部品 79,000
-18,343

△4,100 -4,530 経 常 利 益 3,500
-20,798

(-18.8％) (-85.6％)

エ ン ジ ニ ア リ ン グ 20,000
-6,583

500 -2,460
親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
500

-10,487

(-24.8％) (-95.4％)

流 通 ・ サ ー ビ ス 14,000
-3,463

1,400 -1,181
(-19.8％)

調 整 － － － -9

計 390,000
-100,421

2,000 -22,768
(-20.5％)

（鋼材売上数量(単体) 922千t、前期差 254千t減）

　

（7）予想経常利益増減要因（前期対比）

　 （単位：億円） （参考：原料・為替市況）

増益要因 金額 減益要因 金額 前期 予想

１．原燃料等市況 152 １．販売数量減少 223 2020年3月期 2021年3月期

２．固定費の改善 72 ２．販売価格下落 115 Ｈ２建値
20.6 20.5

３．営業外損益 20 ３．内容構成差他 98 （千円／ｔ）

４．変動費の悪化 　16 ニッケル(LME)
6.3 6.3

（＄／ｌｂ）

計（ａ） 244 計（ｂ） 452 為替レート(TTM)

（円／＄）
109.7 106.5

差引（ａ）－（ｂ） -208

　

（8）設備投資額（工事ベース）および減価償却費

　 （単位：百万円）

前期(2020年3月期) 当期(2021年3月期) 増減額

上半期 通期 上半期 通期予想 上半期 通期

設 備 投 資 額 22,092 37,529 13,955 25,900 -8,137 -11,629

減 価 償 却 費 12,022 24,662 12,794 26,000 772 1,337

　

（参考）業績の推移

（単位：百万円）

実績 予想

2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

売 上 高 445,122 505,219 543,255 490,421 390,000

営 業 利 益 25,513 36,218 33,815 24,768 2,000

経 常 利 益 26,373 36,130 34,343 24,298 3,500

親会社株主に帰属
する当期純利益

16,386 23,920 21,182 10,987 500


