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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第２四半期 56,062 △9.8 2,412 △25.9 2,529 △25.5 1,694 △28.4

2019年３月期第２四半期 62,166 7.1 3,254 9.5 3,393 9.7 2,366 11.9
(注)包括利益 2020年３月期第２四半期 1,531百万円( △24.2％) 2019年３月期第２四半期 2,020百万円( △35.8％)
　

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２四半期 53.96 －

2019年３月期第２四半期 75.35 －
　

　

（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２四半期 101,192 75,637 74.7

2019年３月期 104,805 75,520 72.1
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 75,637百万円 2019年３月期 75,520百万円
　

　

　

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 － 0.00 － 45.00 45.00

2020年３月期 － 0.00

2020年３月期(予想) － 45.00 45.00

(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 117,000 △6.1 5,550 △15.8 5,700 △15.9 3,830 △15.8 121.96
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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２Ｑ 31,886,000株 2019年３月期 31,886,000株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 482,514株 2019年３月期 482,514株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 31,403,486株 2019年３月期２Ｑ 31,403,486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
※ 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２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。
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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我が国経済は、米中貿易摩擦の長期化による中国向け輸出の低迷に伴い、製

造業の生産活動は力強さを欠き、景気の下押し圧力が高い状況が続いております。

当社グループを取り巻く機械器具関連業界におきましては、人手不足や働き方改革を背景とした省力化設備の投

資需要は底堅いものの、製造現場や中間流通における生産財のダブつきに加え、投資計画の凍結、延期の動きもみ

られるようになり、さらに一服感が強まってまいりました。

このような状況の下、市場環境の変化を敏感にとらえ、第２次中期経営計画『NEXT FIELD 2020』の２年目の取り

組みを着実に実行することにより、「新たな商社機能」の強化と提供価値および貢献力の向上に取り組んでおりま

す。

具体的には、展示会への積極的な出展を継続いたしました。また８月にはテーマをＩｏＴに特化したMEKASYS展を

名古屋にて開催し、９月には「関西二次電池展」に初出展するなど新たな視点での取り組みも付加し、ユーザー様

への課題解決提案機会の創出と事業領域の拡大を図っております。

この結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高560億６千２百万円（前年同期比9.8％減）、営業

利益24億１千２百万円（前年同期比25.9％減）、経常利益25億２千９百万円（前年同期比25.5％減）となり、親会

社株主に帰属する四半期純利益につきましては、16億９千４百万円（前年同期比28.4％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 ① 資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ36億１千２百万円減少し、1,011億９千

２百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ31億７千６百万円減少し、743億２千２百万円となり

ました。これは、有価証券が20億円増加したものの、現金及び預金が11億７千６百万円、受取手形及び売掛金が32

億２千万円、電子記録債権が10億５千１百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ４億３千６百万円減少し、268億６千９百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ37億２千９百万円減少し、255億５千５百

万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ36億４百万円減少し、218億５千２百万円となりました。

これは、支払手形及び買掛金が５億５千１百万円、電子記録債務が27億７百万円減少したこと等によるものであり

ます。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億２千４百万円減少し、37億２百万円となりました。

純資産は、利益剰余金が２億７千８百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ１億１千６百万円増

加し、756億３千７百万円となりました。
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② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ11億８千４百万円減少し、242億４千６百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、28億６百万円（前年同期において得られた資金22億円）となりました。これは

主に、法人税等の支払額が10億３千７百万円、仕入債務の減少額が32億４千万円あったものの、税金等調整前四半

期純利益が25億２千９百万円、減価償却費が５億７千６百万円、売上債権の減少額が42億３千万円あったこと等に

よるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、23億３千４百万円（前年同期において使用した資金27億２千８百万円）となり

ました。これは主に、有価証券の取得による支出が20億円あったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、16億５千万円（前年同期において使用した資金13億８千４百万円）となりまし

た。これは、配当金の支払額が14億１千１百万円あったこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年３月期通期の連結業績予想につきましては、現時点では、2019年10月21日に公表いたしました「業績予想

の修正に関するお知らせ」からの変更はありません。
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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：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 25,877 24,700

受取手形及び売掛金 27,730 24,510

電子記録債権 9,754 8,703

有価証券 4,000 6,000

商品及び製品 9,775 9,999

その他 369 419

貸倒引当金 △8 △11

流動資産合計 77,499 74,322

固定資産

有形固定資産 12,245 12,094

無形固定資産 2,292 2,052

投資その他の資産

投資有価証券 11,747 11,586

その他 1,020 1,136

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 12,768 12,723

固定資産合計 27,306 26,869

資産合計 104,805 101,192

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,728 9,176

電子記録債務 12,988 10,281

未払法人税等 1,117 846

賞与引当金 593 549

その他 1,029 999

流動負債合計 25,457 21,852

固定負債

退職給付に係る負債 97 88

その他 3,729 3,614

固定負債合計 3,827 3,702

負債合計 29,284 25,555

純資産の部

株主資本

資本金 5,368 5,368

資本剰余金 7,283 7,283

利益剰余金 59,061 59,340

自己株式 △672 △672

株主資本合計 71,040 71,319

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,467 4,325

為替換算調整勘定 12 △8

その他の包括利益累計額合計 4,479 4,317

純資産合計 75,520 75,637

負債純資産合計 104,805 101,192
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 62,166 56,062

売上原価 53,178 47,929

売上総利益 8,987 8,133

販売費及び一般管理費 5,733 5,720

営業利益 3,254 2,412

営業外収益

受取配当金 99 113

仕入割引 205 171

その他 59 41

営業外収益合計 364 326

営業外費用

支払利息 30 27

売上割引 180 160

その他 14 22

営業外費用合計 225 210

経常利益 3,393 2,529

税金等調整前四半期純利益 3,393 2,529

法人税、住民税及び事業税 1,011 781

法人税等調整額 15 53

法人税等合計 1,027 834

四半期純利益 2,366 1,694

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,366 1,694
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 2,366 1,694

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △319 △141

為替換算調整勘定 △26 △20

その他の包括利益合計 △345 △162

四半期包括利益 2,020 1,531

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,020 1,531
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

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 3,393 2,529

減価償却費 442 576

売上債権の増減額（△は増加） 397 4,230

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,410 △214

仕入債務の増減額（△は減少） 822 △3,240

その他 △337 △133

小計 3,307 3,748

利息及び配当金の受取額 107 123

利息の支払額 △30 △27

法人税等の支払額 △1,183 △1,037

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,200 2,806

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 △22 △14

定期預金の払戻による収入 6 4

有価証券の取得による支出 △2,000 △2,000

有形固定資産の取得による支出 △107 △148

有形固定資産の売却による収入 － 1

投資有価証券の取得による支出 △139 △43

子会社株式の取得による支出 △374 －

その他 △91 △133

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,728 △2,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,255 △1,411

子会社出資金の取得による支出 － △110

リース債務の返済による支出 △128 △128

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,384 △1,650

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,914 △1,184

現金及び現金同等物の期首残高 24,752 25,430

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,837 24,246
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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）

該当事項はありません。
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