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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 3,823 △5.3 △70 ― △70 ― △96 ―

2019年３月期第２四半期 4,037 13.2 95 105.5 100 129.6 61 101.3
(注) 包括利益 2020年３月期第２四半期 △143百万円( ―％) 2019年３月期第２四半期 217百万円( 139.1％)
　

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 △69.82 ―

2019年３月期第２四半期 44.96 ―
　

　

（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 9,553 3,874 40.6

2019年３月期 9,688 4,058 41.9
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 3,874百万円 2019年３月期 4,058百万円
　
　
　

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 ― ― ― 30.00 30.00

2020年３月期 ― ―

2020年３月期(予想) ― 30.00 30.00

(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 8,160 △12.5 280 38.8 290 46.7 170 17.5 123.60
(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 1,425,000株 2019年３月期 1,425,000株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 49,617株 2019年３月期 49,542株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 1,375,437株 2019年３月期２Ｑ 1,375,458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。
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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わが国経済は、安定した企業収益・雇用情勢や個人消費を背景に、穏やかな

回復基調が継続しております。一方、米中間の通商問題の動向や、英国のＥＵ離脱交渉の動向等による日本経済へ

の影響などの不確実性が高く又、10月より実施の消費税増税の影響などもあり先行き不透明な状況が続いておりま

す。

このような経営環境の中、当社グループは積極的な営業活動を展開しましたが、当第２四半期連結累計期間の売

上高は38億23百万円（前年同四半期比２億13百万円、5.3％減）となり、受注高は76億82百万円（前年同四半期比31

億９百万円、68.0％増）となりました。

［電気機器製造販売事業］

電気機器製造販売事業の売上高は37億49百万円（前年同四半期比２億15百万円、5.4％減）となり、受注高は76億

82百万円（前年同四半期比31億９百万円、68.0％増）となりました。

主力の鉄道関連事業につきましては、主に国内通勤近郊電車等の車両需要向けを中心に受注活動を展開しました

が、売上高は29億42百万円（前年同四半期比５億円、14.5％減）となり、受注高は63億19百万円（前年同四半期比

32億55百万円、106.3％増）となりました。

自動車関連事業につきましては、各高速道路会社等に対し車載標識車を中心とする受注活動を展開した結果、売

上高は６億94百万円（前年同四半期比２億40百万円、53.1％増）となり、受注高は12億68百万円（前年同四半期比

82百万円、6.1％減）となりました。

船舶等関連事業につきましては、防衛省関連等への出荷を中心に受注活動を展開した結果、売上高は１億11百万

円（前年同四半期比43百万円、64.5％増）となり、受注高は94百万円（前年同四半期比64百万円、40.4％減）とな

りました。

［不動産関連事業］

不動産関連事業につきましては、各賃貸マンションが堅調な売上を維持しており、売上高は74百万円（前年同四

半期比１百万円、2.7％増）となりました。

利益につきましては、製造コストの削減及び固定費削減等に努めたものの、当第２四半期連結累計期間の営業損

失は70百万円（前年同四半期は営業利益95百万円)、経常損失は70百万円（前年同四半期は経常利益１億円）とな

り、親会社株主に帰属する四半期純損失は96百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益61百万

円）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

（流動資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.2％増加し、60億15百万円となりました。これは、主としてたな卸

資産が７億70百万円増加し、現金及び預金が７億80百万円減少したこと等によります。

（固定資産）

固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.1％減少し、35億37百万円となりました。これは、主として投資有

価証券が96百万円減少したこと等によります。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて1.4％減少し、95億53百万円となりました。

（流動負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.9％増加し、43億49百万円となりました。これは、主として支払手

形及び買掛金が３億５百万円増加したこと等によります。

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末に比べて10.4％減少し、13億29百万円となりました。これは、主として長期

借入金が１億７百万円減少したこと等によります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて0.9％増加し、56億79百万円となりました。
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（純資産）

株主資本は、前連結会計年度末に比べて4.1％減少し、31億90百万円となりました。これは、主として利益剰

余金が１億37百万円減少したこと等によります。

その他の包括利益累計額合計は、前連結会計年度末に比べて6.4％減少し、６億83百万円となりました。これ

は、主としてその他有価証券評価差額金が39百万円減少したこと等によります。

この結果、純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.5％減少し、38億74百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計

年度末に比べ７億80百万円減少し、６億30百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は５億19百万円（前年同四半期は３億８百万円の使用）となりました。

この主な要因は、収入については減価償却費１億52百万円、仕入債務の増加額３億８百万円であり、支出に

ついては税金等調整前四半期純損失１億９百万円、たな卸資産の増加額７億73百万円等により、キャッシュ・

フローが減少したことによります。

（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１億６百万円（前年同四半期は86百万円の使用）となりました。

この主な要因は、支出について無形固定資産の取得による支出84百万円等により、キャッシュ・フローが減

少したことによります。

（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１億50百万円（前年同四半期は２億80百万円の獲得）となりました。

この主な要因は、支出について、長期借入金の返済による支出が１億11百万円等により、キャッシュ・フロ

ーが減少したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 現時点においては、2019年５月13日に公表いたしました2020年３月期の業績予想に変更はありません。
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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
(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 1,650,339 870,239

受取手形及び売掛金 1,897,593 1,900,214

電子記録債権 469,814 448,399

商品及び製品 70,160 115,284

仕掛品 1,435,134 2,120,092

原材料及び貯蔵品 447,114 487,265

その他 30,664 74,277

流動資産合計 6,000,821 6,015,774

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,887,722 2,881,844

減価償却累計額 △1,439,911 △1,467,486

建物及び構築物（純額） 1,447,811 1,414,357

土地 63,720 63,720

その他 664,176 659,124

減価償却累計額 △426,685 △446,465

その他（純額） 237,491 212,659

有形固定資産合計 1,749,023 1,690,737

無形固定資産 358,188 373,448

投資その他の資産

投資有価証券 1,488,354 1,392,147

その他 91,887 81,382

投資その他の資産合計 1,580,242 1,473,529

固定資産合計 3,687,455 3,537,715

資産合計 9,688,276 9,553,489
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(単位：千円)

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,236,026 1,541,794

電子記録債務 703,379 704,953

短期借入金 1,718,372 1,714,236

未払法人税等 36,579 13,856

賞与引当金 146,000 144,600

役員賞与引当金 10,000 -

その他 295,309 230,141

流動負債合計 4,145,667 4,349,582

固定負債

長期借入金 877,169 770,051

繰延税金負債 258,903 213,708

その他 348,131 346,138

固定負債合計 1,484,204 1,329,897

負債合計 5,629,871 5,679,480

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,272 897,272

利益剰余金 1,452,714 1,315,412

自己株式 △70,495 △70,620

株主資本合計 3,327,991 3,190,564

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 722,508 683,017

為替換算調整勘定 7,904 426

その他の包括利益累計額合計 730,412 683,443

純資産合計 4,058,404 3,874,008

負債純資産合計 9,688,276 9,553,489
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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 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 4,037,587 3,823,980

売上原価 3,394,379 3,355,575

売上総利益 643,208 468,404

販売費及び一般管理費 547,856 539,384

営業利益又は営業損失（△） 95,351 △70,980

営業外収益

受取利息 24 24

受取配当金 7,903 8,601

受取補償金 1,844 -

為替差益 7,198 -

雑収入 4,571 6,675

営業外収益合計 21,541 15,300

営業外費用

支払利息 15,394 11,591

為替差損 - 3,315

雑損失 617 0

営業外費用合計 16,012 14,906

経常利益又は経常損失（△） 100,880 △70,586

特別利益

固定資産売却益 - 80

特別利益合計 - 80

特別損失

固定資産除却損 8,149 7,866

投資有価証券評価損 - 28,296

ゴルフ会員権評価損 - 2,550

特別損失合計 8,149 38,712

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（△）

92,730 △109,218

法人税、住民税及び事業税 27,023 3,406

法人税等調整額 3,862 △16,587

法人税等合計 30,885 △13,180

四半期純利益又は四半期純損失（△） 61,845 △96,037

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又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

61,845 △96,037
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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 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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 61,845 △96,037

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 141,287 △39,490

為替換算調整勘定 14,731 △7,478

その他の包括利益合計 156,019 △46,968

四半期包括利益 217,864 △143,006

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 217,864 △143,006

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 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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

92,730 △109,218

減価償却費 138,731 152,158

受取利息及び受取配当金 △7,927 △8,625

支払利息 15,394 11,591

売上債権の増減額（△は増加） 228,225 17,073

たな卸資産の増減額（△は増加） △691,705 △773,024

仕入債務の増減額（△は減少） 48,942 308,715

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,000 △1,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,000 △10,000

投資有価証券評価損益（△は益） - 28,296

固定資産除売却損益（△は益） 8,149 7,786

ゴルフ会員権評価損 - 2,550

その他の営業外損益（△は益） △212 △216

未収消費税等の増減額（△は増加） 13,898 △38,972

未払消費税等の増減額（△は減少） - △32,516

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,111 △5,512

その他の流動負債の増減額（△は減少） △46,388 △49,801

その他 863 8,027

小計 △238,407 △493,089

利息及び配当金の受取額 7,927 8,625

利息の支払額 △16,464 △11,413

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △61,910 △24,017

営業活動によるキャッシュ・フロー △308,855 △519,894

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 △240,000 △240,000

定期預金の払戻による収入 240,000 240,000

有形固定資産の取得による支出 △8,524 △18,530

有形固定資産の売却による収入 - 80

無形固定資産の取得による支出 △72,191 △84,791

有形固定資産の除却による支出 △2,500 △3,397

投資有価証券の取得による支出 △181 △186

預り保証金の返還による支出 △2,385 -

投資その他の資産の増減額（△は増加） △569 △38

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,352 △106,863

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） 339,920 -

長期借入れによる収入 100,000 -

長期借入金の返済による支出 △87,567 △111,254

リース債務の返済による支出 △39,940 △44,044

セール・アンド・リースバックによる収入 22,683 46,063

自己株式の取得による支出 △1 △125

配当金の支払額 △54,613 △40,971

財務活動によるキャッシュ・フロー 280,481 △150,332

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,687 △3,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110,039 △780,099

現金及び現金同等物の期首残高 874,517 1,410,339

現金及び現金同等物の四半期末残高 764,478 630,239
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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 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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)

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：千円)

電気機器
製造販売事業

不動産
関連事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 3,964,881 72,706 4,037,587 ― 4,037,587

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,964,881 72,706 4,037,587 ― 4,037,587

セグメント利益 134,829 39,246 174,076 △78,724 95,351

(注) １. セグメント利益の調整額△78,724千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△78,724千円が含

まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 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)

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

電気機器
製造販売事業

不動産
関連事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 3,749,296 74,683 3,823,980 ― 3,823,980

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,749,296 74,683 3,823,980 ― 3,823,980

セグメント利益又は損失(△) △24,169 36,396 12,226 △83,207 △70,980

(注) １. セグメント利益又は損失(△)の調整額△83,207千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

83,207千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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