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1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020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3月期第1四半期 611 △7.5 △68 ― △68 ― △70 ―

2020年3月期第1四半期 661 10.4 28 ― 31 ― 29 ―

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　△25百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期　　19百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △15.83 ―

2020年3月期第1四半期 6.54 6.53

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期第1四半期 4,304 2,033 47.3 458.35

2020年3月期 4,606 2,103 45.7 474.03

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 2,033百万円 2020年3月期 2,103百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

（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、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 1,400 △5.8 51 ― 44 ― 38 543.8 8.56

通期 2,900 △20.9 120 △7.3 105 △17.1 95 11.0 21.41

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(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1Q 4,579,000 株 2020年3月期 4,579,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 141,718 株 2020年3月期 141,718 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 4,437,282 株 2020年3月期1Q 4,434,282 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
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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１四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の感染拡大による影響や米中の貿易摩擦に

よる通商問題の影響等、先行きの不透明な状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は6億1千1百万円(前年同期比7.5

％減)となりました。利益面につきましては、営業損失6千8百万円(前年同期は営業利益2千8百万円)、経常損失6千8百

万円(前年同期は経常利益3千1百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失7千万円(前年同期は親会社株主に帰属す

る四半期純利益2千9百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

総資産は、43億4百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億2百万円の減少となりました。

流動資産は、24億3千9百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億6千2百万円の減少となりました。これは主

に、現金及び預金が増加したものの、受取手形及び売掛金が減少したこと等によるものです。

　固定資産は、18億6千5百万円となり、前連結会計年度末と比較して5千9百万円の増加となりました。これは主に、

有形固定資産が減少したものの、投資その他の資産が増加したこと等によるものです。

(負債)

　流動負債は、18億7千3百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億2千万円の減少となりました。これは主に、

短期借入金及び賞与引当金が減少したこと等によるものです。

　固定負債は、3億9千6百万円となり、前連結会計年度末と比較して1千2百万円の減少となりました。これは主に、長

期借入金が減少したこと等によるものです。

(純資産)

純資産合計は、20億3千3百万円となり、前連結会計年度末と比較して6千9百万円の減少となりました。これは主

に、その他有価証券評価差額金が増加したものの、利益剰余金が減少したことによるものです。

　自己資本比率は、前連結会計年度末の45.7％から47.3％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

2021年３月期の業績予想につきましては、2020年５月22日に公表いたしました数値から変更はありません。
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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：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 919,984 1,252,814

受取手形及び売掛金 1,111,342 554,495

電子記録債権 325,544 260,604

製品 33,395 34,012

仕掛品 309,835 216,350

原材料及び貯蔵品 79,233 82,512

その他 22,297 38,464

流動資産合計 2,801,632 2,439,254

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 345,409 321,749

土地 770,635 770,635

その他（純額） 191,164 204,404

有形固定資産合計 1,307,209 1,296,789

無形固定資産 49,495 49,168

投資その他の資産

その他 465,504 535,990

貸倒引当金 △16,872 △16,872

投資その他の資産合計 448,631 519,117

固定資産合計 1,805,336 1,865,075

資産合計 4,606,969 4,304,329

負債の部

流動負債

買掛金 130,474 111,765

短期借入金 1,637,212 1,506,899

未払法人税等 14,824 4,558

賞与引当金 64,276 21,613

受注損失引当金 3,505 -

その他 244,362 228,862

流動負債合計 2,094,655 1,873,699

固定負債

長期借入金 197,127 156,876

退職給付に係る負債 194,484 181,036

その他 17,317 58,887

固定負債合計 408,929 396,799

負債合計 2,503,584 2,270,499
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 972,195 972,195

資本剰余金 819,760 819,760

利益剰余金 454,031 339,427

自己株式 △85,038 △85,038

株主資本合計 2,160,947 2,046,344

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 37,973 86,849

為替換算調整勘定 △95,536 △99,364

その他の包括利益累計額合計 △57,563 △12,514

純資産合計 2,103,384 2,033,830

負債純資産合計 4,606,969 4,304,329
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 661,406 611,566

売上原価 480,324 518,873

売上総利益 181,081 92,692

販売費及び一般管理費 152,503 161,218

営業利益又は営業損失（△） 28,577 △68,525

営業外収益

受取利息 2,188 3,182

受取配当金 3,300 3,393

受取保険料 2,505 -

その他 665 329

営業外収益合計 8,659 6,905

営業外費用

支払利息 4,800 4,194

為替差損 724 2,262

その他 604 90

営業外費用合計 6,129 6,547

経常利益又は経常損失（△） 31,108 △68,167

特別利益

固定資産売却益 436 -

特別利益合計 436 -

特別損失

固定資産除却損 560 -

特別損失合計 560 -

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（△）

30,984 △68,167

法人税、住民税及び事業税 1,337 1,306

法人税等調整額 640 756

法人税等合計 1,977 2,062

四半期純利益又は四半期純損失（△） 29,006 △70,230

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（△）

29,006 △70,230
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 29,006 △70,230

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,596 48,875

為替換算調整勘定 △4,752 △3,827

その他の包括利益合計 △9,349 45,048

四半期包括利益 19,657 △25,181

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 19,657 △25,181
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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。
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