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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 12,194 0.2 595 △3.1 673 △0.6 470 1.8

2020年3月期第2四半期 12,169 △15.3 614 △36.6 677 △34.1 462 △34.8

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　773百万円 （62.8％） 2020年3月期第2四半期　　475百万円 （△22.2％）

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 108.79 ―

2020年3月期第2四半期 106.99 ―

(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 25,496 17,766 69.7

2020年3月期 26,520 17,509 66.0

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 17,766百万円 2020年3月期 17,509百万円

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 ― 120.00 120.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 80.00 80.00

（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 25,000 △4.6 1,200 △9.7 1,290 △10.1 870 △10.5 201.14

（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

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 5,000,000 株 2020年3月期 5,000,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 673,843 株 2020年3月期 675,296 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 4,325,739 株 2020年3月期2Q 4,321,183 株

(注)「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式を自己株式に含めて記載しております。

※ 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、その達

成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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等については、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。

当社は、2020年11月10日にアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社

ホームページに掲載する予定です。
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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２四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症（以下、コロナという）拡大の影響

を受け、世界的に設備投資を控える動きが拡大するなど厳しい状況が続いており、経済全体としては大打撃を受け

ております。一方、中国においては生産活動の正常化がいち早く進み、インフラ投資などが積極的に行われたほか、

自動車市場においても回復の兆しがみられました。またわが国経済は、コロナによる緊急事態宣言の解除を受けて

経済活動が徐々に再開され、政府による給付金や企業の資金繰り強化政策もあり、緩やかな回復基調にあります。

しかし、個人消費の回復は一服し企業収益も悪化しており、コロナの影響が長期化を呈する状況に至っておりま

す。

このような経済環境下で当社グループの国内販売は、テレワークの普及などによるデジタル化への投資は拡大し

ており、半導体及び半導体・液晶製造装置に関連する得意先への当社受注は徐々に回復しつつあります。また、自

動車・車載部品に関連する得意先は、全体としてはコロナの影響を受けたものの、一部得意先からの装置関連の販

売が継続し前年を上回るペースで推移しております。また海外販売は、中国国内のスマートフォン向け電子部品に

関する得意先への産業用ロボットの販売は、好調に推移いたしました。

以上の結果、売上高は121億94百万円(前年同四半期比0.2％増)、営業利益は５億95百万円(前年同四半期比3.1％

減)、経常利益は６億73百万円(前年同四半期比0.6％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は４億70百万円(前年

同四半期比1.8％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末比3.7ポイント増の69.7％となりました。

(資産)

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して10億24百万円(3.9％)減の254億96百万

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末比15億41百万円(7.4％)減の193億55百万円となりましたが、現金及び預金の減

少(１億28百万円)、受取手形及び売掛金の減少(９億１百万円)と電子記録債権の減少(５億18百万円)が主な要因

となっております。

固定資産は、前連結会計年度末比５億17百万円(9.2％)増の61億41百万円となりましたが、投資その他の資産の

増加(５億26百万円)が主な要因となっております。

(負債)

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して12億81百万円(14.2％)減の77億29百

万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末比14億10百万円(16.2％)減の72億79百万円となりましたが、短期借入金の増加

(３億４百万円)や支払手形及び買掛金の減少(14億96百万円)と電子記録債務の減少(１億26百万円)が主な要因と

なっております。

固定負債は、前連結会計年度末比１億29百万円(40.4％)増の４億49百万円であり、特記すべき事項はありませ

ん。

(純資産)

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上(４億70百万円)によ

る増加や、前期決算の剰余金の配当(５億19百万円)による減少などにより、前連結会計年度末と比べ２億56百万

円(1.5％)増の177億66百万円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第２四半期連結会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、91億14百万円と前連

結会計年度末に比べ６億28百万円(6.4％)の減少となりました。
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当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は、１億66百万円と前年同四半期に比べ５億７百万円(75.3％)の減少となりま

した。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(６億71百万円)や売上債権の減少(13億87百万

円)であり、資金の主な減少要因は、仕入債務の減少(16億11百万円)や法人税等の支払(２億53百万円)でありま

す。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により使用した資金は、５億78百万円と前年同四半期に比べ60百万円(11.7％)の増加となりまし

た。資金の主な減少要因は、定期預金の預入による支出(５億円)であります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により使用した資金は、２億12百万円と前年同四半期に比べ３億７百万円(59.2％)の減少となりま

した。資金の増加要因は、短期借入金(３億８百万円)であり、資金の主な減少要因は、配当金の支払額(５億19

百万円)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

2021年３月期の業績予想につきましては、2020年８月７日付の当社「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」

において発表しました業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は

様々な要因により予想値と異なる場合があります。
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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：千円)

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 9,742,553 9,614,190

受取手形及び売掛金 8,299,944 7,398,743

電子記録債権 2,699,154 2,181,107

商品 109,877 121,700

その他 45,196 39,579

流動資産合計 20,896,725 19,355,321

固定資産

有形固定資産 1,961,220 1,954,451

無形固定資産 39,390 37,323

投資その他の資産 3,623,302 4,149,318

固定資産合計 5,623,914 6,141,094

資産合計 26,520,639 25,496,415

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,919,729 2,423,612

電子記録債務 4,174,212 4,048,087

短期借入金 － 304,000

未払法人税等 257,676 197,664

引当金 177,347 142,000

その他 161,566 164,631

流動負債合計 8,690,532 7,279,996

固定負債

引当金 19,618 1,612

その他 300,847 448,260

固定負債合計 320,465 449,873

負債合計 9,010,998 7,729,869

純資産の部

株主資本

資本金 1,148,000 1,148,000

資本剰余金 1,097,245 1,097,245

利益剰余金 15,798,658 15,749,309

自己株式 △1,223,879 △1,220,929

株主資本合計 16,820,023 16,773,625

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 662,236 987,860

為替換算調整勘定 27,381 5,060

その他の包括利益累計額合計 689,617 992,920

純資産合計 17,509,641 17,766,546

負債純資産合計 26,520,639 25,496,415
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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：千円)
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 12,169,950 12,194,841

売上原価 10,403,596 10,492,557

売上総利益 1,766,354 1,702,283

販売費及び一般管理費 1,151,746 1,106,484

営業利益 614,608 595,799

営業外収益

受取利息 6,577 3,104

受取配当金 24,465 24,488

仕入割引 20,210 18,805

助成金収入 - 27,940

その他 14,683 8,288

営業外収益合計 65,937 82,627

営業外費用

支払利息 - 1,353

売上割引 1,376 781

為替差損 1,649 2,890

その他 135 220

営業外費用合計 3,161 5,245

経常利益 677,384 673,180

特別損失

投資有価証券評価損 - 1,227

特別損失合計 - 1,227

税金等調整前四半期純利益 677,384 671,953

法人税、住民税及び事業税 203,359 196,609

法人税等調整額 11,695 4,744

法人税等合計 215,055 201,353

四半期純利益 462,329 470,600

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 462,329 470,600
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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：千円)
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 462,329 470,600

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 34,908 325,624

為替換算調整勘定 △21,980 △22,321

その他の包括利益合計 12,927 303,302

四半期包括利益 475,256 773,902

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 475,256 773,902

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

(単位：千円)
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 677,384 671,953

減価償却費 21,827 17,945

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,948 △5,347

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △37,000 △30,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） - △15,125

株式給付引当金の増減額（△は減少） △2,176 △2,880

受取利息及び受取配当金 △31,043 △27,592

支払利息 - 1,353

投資有価証券評価損益（△は益） - 1,227

売上債権の増減額（△は増加） 2,795,901 1,387,208

たな卸資産の増減額（△は増加） △101,346 △12,144

仕入債務の増減額（△は減少） △2,222,779 △1,611,306

その他 △120,243 18,393

小計 968,576 393,684

利息及び配当金の受取額 30,999 27,781

利息の支払額 - △1,353

法人税等の支払額 △325,841 △253,540

営業活動によるキャッシュ・フロー 673,734 166,572

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 △500,000 △500,000

定期預金の払戻による収入 500 -

有形固定資産の取得による支出 △7,520 △6,720

無形固定資産の取得による支出 △2,655 △11,104

投資有価証券の取得による支出 △8,496 △7,872

関係会社出資金の払込による支出 - △52,925

投資活動によるキャッシュ・フロー △518,171 △578,621

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） - 308,000

自己株式の取得による支出 - △131

配当金の支払額 △519,950 △519,948

財務活動によるキャッシュ・フロー △519,950 △212,080

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,633 △4,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △378,021 △628,362

現金及び現金同等物の期首残高 10,211,811 9,742,553

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,833,790 9,114,190
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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。

　


