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1. 2020年3月期第1四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年6月30日）

(注) 2018年10月１日付けで普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。前第１四半期連結累計期間の期首に当該株式併合が行
われたと仮定し、１株当たり四半期純損失(△)を算定しております。

(2) 連結財政状態

(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 ％

2020年3月期第1四半期 2,592 3.5 70 ― 91 ― 69 ―
2019年3月期第1四半期 2,503 △8.0 △104 ― △79 ― △69 ―

（注）包括利益 2020年3月期第1四半期 31百万円 （―％） 2019年3月期第1四半期 △56百万円 （―％）

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

2020年3月期第1四半期 21.10 ―
2019年3月期第1四半期 △20.99 ―

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

2020年3月期第1四半期 15,228 7,272 46.0 2,130.85
2019年3月期 15,309 7,245 45.6 2,122.91
（参考）自己資本 2020年3月期第1四半期 7,010百万円 2019年3月期 6,984百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

通期の期末配当につきましては、本日（2019年７月31日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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

2019年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
2020年3月期 ―
2020年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
通期連結業績予想の修正につきましては、本日（2019年７月31日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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 12,940 0.5 210 ― 220 ― 150 ― 45.59



(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

※ 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、
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２ページ「（２）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。

※ 注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年3月期1Q 3,293,074 株 2019年3月期 3,293,074 株
② 期末自己株式数 2020年3月期1Q 3,099 株 2019年3月期 3,099 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期1Q 3,289,975 株 2019年3月期1Q 3,290,142 株
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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

当社グループは、2018年度以降、企業体質の強化を図り、2019年度に黒字回復することを目指し

て、様々な改善活動に邁進してまいりました。

当第１四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりとなっております。

売上高につきましては、2018年11月以降、不退転の決意で進めて参りました販売価格の改善活動

がお客様のご理解と営業部門の懸命の努力により順調に成果を上げた結果、前年同期と比べ88百万

円（前年同期比3.5％）増加し、25億92百万円となりました。

収益につきましても、製造部門において昨年度から取り組んで参りました大規模合理化の大幅な

進展に加え、資産を身の丈に合わせる減損損失計上によりスリム化したことで減価償却費を低減し

た効果もあり、前述の販価改善と相まって、不需要期にありながら黒字化を達成致しました。前年

同期と比べ営業利益は１億75百万円増加し70百万円、経常利益は１億70百万円増加し91百万円、親

会社株主に帰属する四半期純利益は１億38百万円増加し69百万円となりました。

不需要期である第１四半期において黒字化を達成したことは、昨年度から取り組んで参りました

事業改革、風土改革を短期間で推進したことによる企業体質の強靭化が大きく進展したものと認識

しております。

前連結会計年度の多額の損失計上により、株主の皆様をはじめステークホルダーの皆様には多大

なご心配をお掛けいたしましたが、引き続き、皆様のご期待に添えるような運営に努め、さらなる

安定利益を確保するよう努力して参りますので、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げま

す。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2019年４月25日の「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」にて未定としておりました

2020年３月期の通期連結業績予想数値を公表することといたしました。

なお、詳細につきましては、本日(2019年７月31日)公表の「業績予想及び配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。
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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
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,881 3,529

受取手形及び売掛金 4,794 3,717

商品及び製品 2,509 2,617

仕掛品 127 433

原材料及び貯蔵品 541 448

その他 61 75

貸倒引当金 △46 △35

流動資産合計 10,870 10,785

固定資産

有形固定資産

土地 3,244 3,244

その他（純額） 882 863

有形固定資産合計 4,127 4,108

無形固定資産 3 15

投資その他の資産 308 319

固定資産合計 4,439 4,443

資産合計 15,309 15,228

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,518 2,310

短期借入金 1,050 1,050

未払法人税等 36 16

賞与引当金 126 239

その他 701 672

流動負債合計 4,432 4,288

固定負債

長期借入金 2,000 2,000

役員退職慰労引当金 35 25

退職給付に係る負債 644 650

負ののれん 43 41

その他 908 949

固定負債合計 3,631 3,666

負債合計 8,064 7,955
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,855 1,855

資本剰余金 264 264

利益剰余金 4,897 4,967

自己株式 △5 △5

株主資本合計 7,012 7,082

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6 2

退職給付に係る調整累計額 △35 △74

その他の包括利益累計額合計 △28 △71

非支配株主持分 261 262

純資産合計 7,245 7,272

負債純資産合計 15,309 15,228
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 2,503 2,592

売上原価 2,149 2,072

売上総利益 354 520

販売費及び一般管理費 459 449

営業利益又は営業損失（△） △104 70

営業外収益

貸倒引当金戻入額 17 10

設備賃貸料 1 1

その他 10 13

営業外収益合計 29 25

営業外費用

支払利息 2 3

設備賃貸費用 1 0

その他 0 0

営業外費用合計 4 4

経常利益又は経常損失（△） △79 91

特別利益

固定資産売却益 0 -

特別利益合計 0 -

特別損失

固定資産除却損 9 0

特別損失合計 9 0

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（△）

△87 91

法人税、住民税及び事業税 21 17

法人税等調整額 △46 0

法人税等合計 △25 17

四半期純利益又は四半期純損失（△） △62 74

（内訳）

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（△）

△69 69

非支配株主に帰属する四半期純利益 6 4

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1 △4

退職給付に係る調整額 7 △39

その他の包括利益合計 6 △43

四半期包括利益 △56 31

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △63 26

非支配株主に係る四半期包括利益 6 4
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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）

当第１四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年６月30日）

該当事項はありません。
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