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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） 

（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 8,384 9.1 373 172.2 364 75.7 101 － 

2019年３月期第１四半期 7,682 △3.0 137 △64.9 207 △55.9 △83 － 

（注）包括利益 2020年３月期第１四半期 429 百万円 （－％） 2019年３月期第１四半期 △267 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 15.79 － 

2019年３月期第１四半期 △12.59 － 

（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 ％ 

2020年３月期第１四半期 44,778 25,403 51.0 

2019年３月期 45,512 25,410 50.0 

（参考）自己資本 2020年３月期第１四半期 22,824 百万円 2019年３月期 22,743 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 

2019年３月期 － 20.00 － 30.00 50.00 

2020年３月期 － 

2020年３月期（予想） 20.00 － 20.00 40.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

３．2020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）

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 34,000 △10.3 1,000 △60.2 1,100 △60.9 450 △76.3 69.91 

（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） 2020年３月期１Ｑ 6,699,986 株 2019年３月期 6,699,986 株 

② 期末自己株式数 2020年３月期１Ｑ 288,205 株 2019年３月期 263,516 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期１Ｑ 6,417,981 株 2019年３月期１Ｑ 6,632,786 株 

※期末自己株式数及び期中平均株式数の算定にあたり控除する自己株式数には、株式給付信託（ＢＢＴ）にかかる

信託口が保有する当社株式が含まれております。

※ 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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当たっての注意事項等については、添付資料２ページの「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。
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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

第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資に一部弱さもみられましたが、雇用・所得環境の改善

が続き、緩やかな回復基調が続きました。一方で、米中貿易摩擦の長期化や中国経済の減速、不安定化する中東情

勢など海外経済の不確実性が高まり、景気の先行き不透明感が強まった状況が続いております。 

このような中、当第１四半期連結累計期間の売上高は83億8千4百万円（前年同四半期比9.1％増）となりまし

た。 

利益面におきましては、営業利益3億7千3百万円(前年同四半期比172.2％増)、経常利益3億6千4百万円（前年同

四半期比75.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億1百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四

半期純損失8千3百万円）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。

[エレクトロニクス事業]

エレクトロニクス事業の売上高は前年同四半期比2.6％減の18億2千3百万円（総売上高の21.8％）となりまし

た。 

ランプ・光源用や医療用などの高圧電源は堅調に推移しましたが、半導体製造装置用及び情報通信用の設備用電

源が前期からの投資抑制の影響を受け、全体として微減となりました。 

[メカトロニクス事業]

メカトロニクス事業の売上高は15億1千9百万円（総売上高の18.1％）となりました。

前期受注案件のMDB(Mobile Display Bonder)が大きく寄与し、前年同四半期比大幅増となりました。

[ケミトロニクス事業]

ケミトロニクス事業の売上高は前年同四半期比5.6％減の26億6千9百万円（総売上高の31.8％）となりました。

化粧品分野はインバウンド効果により好調な推移を見せましたが、主力である自動車分野の売上減等の影響によ

り、全体として減少となりました。 

[コンポーネント事業]

コンポーネント事業の売上高は前年同四半期比14.7％減の23億7千2百万円（総売上高の28.3％）となりました。

装置産業向けが引き続き市況悪化の影響により低迷し、減少となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は447億7千8百万円と前連結会計年度末に比べて7億3千4百万円減少しまし

た。これは主に商品及び製品が1億4千9百万円、投資有価証券が1億4千7百万円増加しましたが、現金及び預金が8

億8千7百万円、仕掛品が3億4百万円減少したことなどによるものであります。

負債は193億7千4百万円となり、前連結会計年度末に比べて7億2千7百万円減少しました。これは主に流動負債の

その他が6億1千8百万円増加しましたが、賞与引当金が3億8千6百万円、電子記録債務が3億4千万円、未払法人税等

が2億6千3百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億8千7百万円、長期借入金が1億2千万円減少したことなどによ

るものであります。

純資産は254億3百万円と前連結会計年度末に比べて7百万円減少しました。これは為替換算調整勘定が1億2千6百

万円、その他有価証券評価差額金が1億1百万円増加しましたが、利益剰余金が9千5百万円、非支配株主持分が8千8

百万円減少したことなどによるものであります。 

なお、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて1.0ポイント増加し、51.0％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

今後の連結業績予想につきましては、2019年5月13日に発表した2019年3月期の連結業績予想の数値を変更してお

りません。

なお、連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数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：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 8,199 7,311 

受取手形及び売掛金 8,894 8,900 

電子記録債権 1,830 1,863 

商品及び製品 1,549 1,698 

仕掛品 3,720 3,415 

原材料及び貯蔵品 1,770 1,841 

その他 1,268 1,394 

貸倒引当金 △70 △82

流動資産合計 27,162 26,343 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 4,538 4,467 

機械装置及び運搬具（純額） 1,234 1,195 

土地 4,823 4,823 

その他（純額） 806 954 

有形固定資産合計 11,403 11,441 

無形固定資産 738 707 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,752 4,899 

繰延税金資産 441 339 

その他 1,150 1,183 

貸倒引当金 △135 △136

投資その他の資産合計 6,208 6,285 

固定資産合計 18,350 18,434 

資産合計 45,512 44,778 
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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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,866 2,808 

電子記録債務 4,352 4,011 

短期借入金 3,000 3,000 

1年内返済予定の長期借入金 747 560 

未払法人税等 355 92 

賞与引当金 616 230 

役員賞与引当金 24 - 

環境対策引当金 39 39 

その他 2,148 2,766 

流動負債合計 14,151 13,509 

固定負債 

長期借入金 1,848 1,728 

役員株式給付引当金 7 17 

役員退職慰労引当金 35 - 

退職給付に係る負債 3,871 3,906 

資産除去債務 29 29 

繰延税金負債 43 39 

その他 116 143 

固定負債合計 5,951 5,865 

負債合計 20,102 19,374 

純資産の部 

株主資本 

資本金 6,103 6,103 

資本剰余金 3,454 3,454 

利益剰余金 11,813 11,718 

自己株式 △523 △574

株主資本合計 20,847 20,701 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 1,492 1,594 

為替換算調整勘定 402 528 

その他の包括利益累計額合計 1,895 2,123 

非支配株主持分 2,666 2,578 

純資産合計 25,410 25,403 

負債純資産合計 45,512 44,778 
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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：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 7,682 8,384 

売上原価 5,800 6,179 

売上総利益 1,882 2,205 

販売費及び一般管理費 1,745 1,831 

営業利益 137 373 

営業外収益 

受取利息 19 18 

受取配当金 55 59 

為替差益 6 - 

持分法による投資利益 2 5 

その他 36 56 

営業外収益合計 120 139 

営業外費用 

支払利息 8 9 

為替差損 - 73 

その他 42 66 

営業外費用合計 50 148 

経常利益 207 364 

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 1 0 

製品補償費 - 34 

特別損失合計 1 34 

税金等調整前四半期純利益 206 330 

法人税、住民税及び事業税 163 127 

法人税等調整額 55 56 

法人税等合計 218 183 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12 146 

非支配株主に帰属する四半期純利益 71 45 

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（△） 
△83 101 
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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：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) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12 146 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △63 102 

為替換算調整勘定 △191 181 

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △1

その他の包括利益合計 △255 282 

四半期包括利益 △267 429 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 △280 328 

非支配株主に係る四半期包括利益 13 100 
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。 
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