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連結決算ハイライト  Consolidated	Financial	Highlights
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　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　ここに当社第78期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の営

業の概況をご報告申し上げます。

　株主の皆様におかれましては、今後ともご指導ご支援を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

　2020年6月

代表取締役社長　持田　晋

当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は企業
収益や雇用・所得環境の改善により、個人消費につい
ても持ち直しの動きが継続するなど景気は緩やかな回

復基調で推移しておりましたが、昨年秋に実施された
消費税増税や大型台風などの自然災害の影響により、
景気は後半にかけて減速いたしました。また、海外に
おきましても米国に端を発する通商問題の動向が世界
経済に与える影響や、海外経済の不確実性による下振
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れ懸念から、先行きについては不透明な状況で推移い
たしました。そのような中、昨年末に中国武漢で発生
いたしました新型コロナウイルスの感染が年明け以降、
世界的に拡大しており、世界各国でのロックダウン、
国家間の往来制限、サプライチェーン寸断による生産
停止、消費マインドの大きな冷え込みなどにより国内
外の経済は急速に悪化しております。
　このような状況の中、当社グループでは「19中期経
営計画」に基づき、「収益・成長性の追求」、「新事業・
新製品の創出」、「グローバル展開の加速」の3つの経
営基本方針を掲げて取り組んでまいりました。
　これらの結果、当連結会計年度の業績は自動車関連
企業向けの大型の案件などが順調に推移したことなど
から、売上高につきましては26億6千7百万円（前年
比6.6％増）となりました。利益面につきましては、一
部の案件で想定を上回る費用が発生したほか、昨年の
株主総会における株主提案などにより株主総会関連費
用が膨らんだこと、また、過去の未払い賃金及び退職
金の清算等を実施したことなどから、営業利益3千9
百万円（前年比69.3％減）、経常利益3千8百万円（前

年比71.1％減）となりました。親会社株主に帰属する
当期純利益につきましては、当社連結子会社において
訴訟の和解に係る特別損失として1億9千8百万円を計
上したことから、1億6千5百万円（前連結会計年度は
親会社株主に帰属する当期純利益1億1千7百万円）の
損失となりました。

次期の見通しについて

　今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス
感染症の世界的な拡大による経済への影響は計り知れ
ず、先行き不透明な状況となっております。当社グルー
プの主力事業である工業炉燃焼装置関連事業におきま
しては、大手製造業における設備投資動向が売上・受
注に大きな影響を及ぼしますが、現時点では今後の業
績に与える影響度やその期間が見通せないことから、
合理的な算定が困難であるため来期連結業績予想を未
定といたします。今後、連結業績予想の算定が可能と
なった時点で速やかに公表いたします。
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プラントエンジニアリング事業
Plant	Engineering

◆産業機械関連
◆石油関連
◆環境関連

主な販売先

セメント関連企業
石油化学関連企業

燃焼機事業
Combustion	Equipment

◆金属加熱関連
◆ボイラ関連

主な販売先

大手ボイラメーカー
鉄鋼関連企業
窯業関連企業

工業炉事業
Industrial	Furnace

◆自動車関連
◆金属加工炉関連

主な販売先

大手自動車メーカー
金属加工関連企業
熱処理関連企業

ロータリーキルン
燃焼状態

ULN型低NOxバーナ 多目的合金鋼バッチ炉

空気加熱炉

ガラス熱交換器 2階建AL鋳物T6
熱処理炉

廃液＆廃ガス燃焼装置

連続焼鈍設備用HRSRT
バーナ

バスケットレス
多段回転炉

当社の強み  Our	Strengths
❶ 卓越した技術力
❷ カスタムメイド
❸ 長年にわたり培った製品信用力
❹ 優良な顧客基盤
❺ ファブレスで柔軟な経営

株式会社NFKホールディングスは、最先端技術を社
会に提供し、地球環境保全と循環型社会の実現に貢
献するとともに、株主の皆様は勿論、企業を支える
お客様や取引先、社員、地域社会等の全てのステー
クホルダーの繁栄を目指して事業活動を行ってまい
ります。
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事業のご案内　BUSINESS OVERVIEW



1950 年の創業以来、私たちは燃焼機器関連事業
を柱に、常に時代の先端をリードする技術開発に
努めてまいりました。そして業界に確固たる地位
を築きました。私たちは今、地球環境保護を最重
要テーマとする省エネルギーや低環境負荷に貢献
する製品やサービスの開発・販売を手掛けること
で、新しい未来の扉を開こうとしています。

当社製品 各種素材製造
プロセス用加熱炉

最終製品 ソーラパネル

当社製品 石灰焼成のためのバーナ

最終製品 セメント

当社製品 殺菌加熱用ボイラ用バーナ

最終製品 食品製造工場

当社製品 廃液・廃ガス無害化燃焼装置

最終製品 化学工場、ガスプラント

当社製品 小型水素製造装置に
おけるバーナ

最終製品 水素・水素ステーション

当社製品 ボイラ用バーナ

最終製品 ビルの空調・熱源

当社製品 焼却炉用バーナ
最終製品 ごみ焼却場

当社製品 製鉄所用の加熱炉バーナ

最終製品 鋼材

当社製品 石油精製プロセスにおける加熱炉

最終製品 石油・灯油・各種石油関連製品

当社製品 環境負荷ガス燃焼装置

最終製品 天然ガス

当社製品 汚泥焼却設備

最終製品 下水処理場
当社製品 アルミニウム合金熱処理のための工業炉

最終製品 アルミエンジン、アルミタイヤホイール

当社製品 熱処理炉用バーナ

最終製品 車のボディ用薄銅板
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■連結貸借対照表	 （単位：百万円）

科 目 当連結会計年度
2020年3月31日現在

前連結会計年度
2019年3月31日現在

資産の部
　流動資産 2,932 2,885
　固定資産 1,136 1,176
　　有形固定資産 804 816
　　無形固定資産 5 8
　　投資その他の資産 326 351
資産合計 4,069 4,061
負債の部
　流動負債 772 887
　固定負債 331 376
負債合計 1,103 1,264
純資産の部
　株主資本 2,541 2,354
　　資本金 2,307 2,131
　　資本剰余金 216 40
　　利益剰余金 17 182
　　自己株式 △0 △0
　その他の包括利益累計額 419 442
新株予約権 4 －
純資産合計 2,965 2,796
負債純資産合計 4,069 4,061

■連結キャッシュ・フロー計算書	 （単位：百万円）

科 目
当連結会計年度
自	2019年 4 月 1 日
至	2020年 3 月31日

前連結会計年度
自	2018年 4 月 1 日
至	2019年 3 月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー △379 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △4 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 361 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24 △14

現金及び現金同等物の期首残高 1,281 1,295

現金及び現金同等物の期末残高 1,256 1,281

■連結包括利益計算書	 （単位：百万円）

科 目
当連結会計年度
自	2019年 4 月 1 日
至	2020年 3 月31日

前連結会計年度
自	2018年 4 月 1 日
至	2019年 3 月31日

当期純利益又は当期純損失（△） △165 117

その他の包括利益 △22 △23

　その他有価証券評価差額金 △22 △23

包括利益 △188 94

　（内訳）

　親会社株主に係る包括利益 △188 94

　非支配株主に係る包括利益 － －

■連結損益計算書	 （単位：百万円）

科 目
当連結会計年度
自	2019年 4 月 1 日
至	2020年 3 月31日

前連結会計年度
自	2018年 4 月 1 日
至	2019年 3 月31日

売上高 2,667 2,502

売上原価 2,097 1,862

売上総利益 570 640

販売費及び一般管理費 530 512

営業利益 39 127

営業外収益 8 10

営業外費用 8 2

経常利益 38 134

特別損失 198 －

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） △159 134

法人税等 6 17

当期純利益又は当期純損失（△） △165 117

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △165 117
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連結財務諸表　CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



会社概要
社 名 株式会社NFKホールディングス
設 立 1950年（昭和25年）4月12日
資 本 金 2,307百万円
従業員数 89名（連結）
事業内容 持株会社（工業炉燃焼装置関連事業）
事 業 所 神奈川県横浜市鶴見区尻手二丁目1番53号
上場市場 東京証券取引所	JASDAQ（コード番号：6494）

連結子会社
●日本ファーネス株式会社
所在地 資本金 議決権比率

横浜市鶴見区 100百万円 100％

株式の状況
発行可能株式総数 118,610,000株
発行済株式総数 34,313,342株
株主数 7,110名

大株主（上位10名）
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社船橋カントリー倶楽部	 3,600,000 10.49
株式会社トーテム 1,680,900 4.89
東拓観光有限会社 1,120,000 3.26
オリンピア工業株式会社	 1,060,000 3.08
株式会社広共 880,000 2.56
斉藤　和伸 840,000 2.44
日野本　ツヤ子	 615,800 1.79
横田　公一 574,600 1.67
日本証券金融株式会社 497,000 1.44
原澤　京子 366,000 1.06
（注）	持株比率は自己株式（419株）を控除して計算いたしております。

役員（2020年6月19日現在）
役 職 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 持田　　晋 日本ファーネス株式会社	取締役

取 締 役 小野寺　勉 日本ファーネス株式会社	取締役

取 締 役 豊田　悦章
取 締 役 伊東　晋祐	※1 中村綜合法律事務所

取 締 役 増井　　純	※1 有限会社MBL	代表取締役

取 締 役 奥村　英夫	※1 エコナックホールディングス株式会社	代表取締役
株式会社テルマー湯	代表取締役

取 締 役 加藤　祐蔵	※1 エコナックホールディングス株式会社	取締役

常 勤 監 査 役 村瀬　　豊 日本ファーネス株式会社	監査役

監 査 役 笹原　信輔	※2 一橋綜合法律事務所
パートナー弁護士

監 査 役 信太　元紀	※2 信太公認会計士事務所	代表

（注）	※1			取締役のうち伊東晋祐氏、増井純氏、奥村英夫氏及び加藤
祐蔵氏は、社外取締役であります。

	 ※2			監査役のうち笹原信輔、信太元紀の両氏は、社外監査役であ
ります。

所有者別・所有株数別分布状況

個人・その他 67.03％
金融機関 1.45％
その他国内法人 26.63％
外国人 0.84％
証券会社 4.05％
自己株式 0.00％

1,000単元以上 48.41％
500単元以上 9.45％
100単元以上 22.10％
50単元以上 6.71％
10単元以上 10.10％
1単元以上 3.23％

所有者別 所有株数別
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会社情報／株式情報（2020年3月31日現在）　CORPORATE PROFILE / STOCK INFORMATION



株主メモ
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月
基準日
○定時株主総会
○中間配当
○期末剰余金配当

毎年3月31日
毎年9月30日
毎年3月31日

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号　三井住友信託銀行株式会社
郵便物送付先
（電話参照先）

〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）

単元株式数 100株
公告方法 電子公告

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経
済新聞に掲載いたします。
公告掲載URL（http://www.nfk-hd.co.jp）

○	住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

○	株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内
株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構（ほふり）が振替制度で指定していない漢字等が含まれてい
る場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたしております。このため、株主様にご送
付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください。株主様のご住所・お名前として登録されている
文字については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

○	未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

株式会社NFKホールディングス
http://www.nfk-hd.co.jp/

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

ホームページのご案内
NFKホールディングス HP

http://www.nfk-hd.co.jp/

日本ファーネス HP

http://www.furnace.co.jp/


