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(百万円未満切捨て)

１．2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020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 ％

2021年3月期第1四半期 10,407 △23.8 △186 ― △194 ― △246 ―

2020年3月期第1四半期 13,662 1.1 △351 ― △740 ― △805 ―

(注) 包括利益 2021年3月期第1四半期 △111 百万円 ( ―％) 2020年3月期第1四半期△1,126 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

2021年3月期第1四半期 △38.32 ―
2020年3月期第1四半期 △124.33 ―

(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1四半期 48,666 24,258 50.4

2020年3月期 50,204 24,629 49.6

(参考) 自己資本 2021年3月期第1四半期 24,549 百万円 2020年3月期 24,915 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 ― 40.00 40.00

2021年3月期 ―

2021年3月期(予想) ― ― ― ―

(注1) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注2) 2021年3月期の配当予想に関しましては、現時点では未定とさせていただきます。

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、通期は対前期、四半期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

第2四半期(累計) 23,400 △17.7 △150 ― 0 ― 0 ― 0.00
通期 47,000 △13.2 200 ― 700 ― 300 ― 46.60

(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(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
　

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1Q 7,500,000株 2020年3月期 7,500,000株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 1,063,178株 2020年3月期 1,062,909株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 6,436,966株 2020年3月期1Q 6,480,267株

(注) 自己株式数については、「株式給付信託(BBT)」制度に係る信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会

社(信託E口)が保有してい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

　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、四半期決算短信（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１四半期連結累計期間の世界経済は、新型コロナウイルス感染拡大による世界的な経済活動の停滞により

急激な景気減速を余儀なくされることとなりました。新型コロナウイルスと共存する状況が続く中、米中貿易摩擦

の長期化などの下振れ要因も併存し、世界経済の先行きは不透明感を増しつつあります。

　当電子部品業界におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大が車載市場、情報通信市場、産業機器市場に影

響を与えることとなりました。車載市場では、工場閉鎖により供給能力が著しく低下し自動車販売が大きく落ち込

むこととなりました。情報通信市場においては、リモートワークに伴うタブレット等の需要増がありましたが、市

場全体の需要は減少することになりました。産業機器市場も、設備投資が落ち込み同様に需要が後退することにな

りました。

　当社におきましても工場の操業度が低下する状況の中、積極的な新製品の投入と固定費削減に努めましたが、当

第１四半期連結累計期間の売上高は104億７百万円(前年同期比23.8％減)、営業損失は１億８千６百万円(前年同期

は営業損失３億５千１百万円)となりました。経常損失は１億９千４百万円(前年同期は経常損失７億４千万円)、

親会社株主に帰属する四半期純損失は２億４千６百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失８億５百

万円)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりです。

(ＣＳ事業部)

コネクタは、情報通信市場全体は縮小することとなりましたが、リモートワークに伴う米国得意先タブレット

用の需要増に加え、中華圏得意先スマートフォン用が好調で前年を上回りました。一方、これまで好調に拡大して

きた車載市場では米中貿易摩擦の長期化や新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な自動車販売不振の影響に

より、大幅に減少しました。産機・その他市場においては、ヘルスケア関連用、太陽光発電用などが減少し、前年

を下回る結果となりました。

　この結果、当事業の売上高は41億９千万円(前年同期比8.1％減)、営業利益は１億９千８百万円(前年同期は営業

損失１億３千１百万円)となりました。

(ＳＣＩ事業部)

リモコンは、新型コロナウイルス感染防止のため移動制限が発動された東南アジア及びメキシコの生産拠点で、

操業一時停止や稼働率低下の影響があり、米国得意先セットトップボックス用やエアコン用などが前年を下回りま

した。また、ユニットとタッチパネルは、世界的な自動車販売不振の影響を大きく受け、前年を大幅に割り込む結

果になりました。スイッチは、米国得意先スマートフォン用が堅調に推移し、前年並みとなりました。

　この結果、当事業の売上高は61億３千８百万円(前年同期比31.9％減)、営業損失は３億１千２百万円(前年同期

は営業損失１億３千２百万円)となりました。

(開発センター)

開発センターの主力事業の無線通信モジュールにおいて、Bluetooth®モジュールが決済端末用は順調に拡大し

ましたが、プリンター用が減少し前年を下回りました。

　この結果、当事業の売上高は７千７百万円(前年同期比6.8％減)、営業損失は６千２百万円(前年同期は営業損失

７千万円)となりました。
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　(2) 財政状態に関する説明

流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.3％減少し、287億２千４百万円となりました。これは、現金及び預金

が14億７千３百万円、受取手形及び売掛金が４億３千８百万円それぞれ減少したことなどによります。固定資産は、

前連結会計年度末に比べて0.4％増加し、199億４千２百万円となりました。これは、有形固定資産が１億４千５百

万円減少し、投資その他の資産が２億２千３百万円増加したことなどによります。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.1％減少し、486億６千６百万円となりました。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.4％減少し、177億７千８百万円となりました。これは、支払手形及び

買掛金が４億８千２百万円、賞与引当金が３億７千１百万円それぞれ減少したことなどによります。固定負債は、

前連結会計年度末に比べて5.0％減少し、66億２千９百万円となりました。これは、長期借入金が３億６千９百万円

減少したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて4.6％減少し、244億８百万円となりました。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、242億５千８百万円となりました。これは、利益剰余金

が５億５百万円減少し、その他有価証券評価差額金が１億３百万円増加したことなどによります。

　(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期第２四半期(累計)及び通期の連結業績予想につきましては、2020年５月15日公表のとおりであり、

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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,514 9,041

受取手形及び売掛金 12,332 11,893

商品及び製品 2,385 2,870

仕掛品 810 818

原材料及び貯蔵品 3,230 3,142

その他 1,162 1,062

貸倒引当金 △104 △104

流動資産合計 30,332 28,724

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,260 5,152

土地 5,977 5,978

その他（純額） 4,153 4,115

有形固定資産合計 15,392 15,247

無形固定資産

その他 120 112

無形固定資産合計 120 112

投資その他の資産

その他 4,399 4,622

貸倒引当金 △39 △39

投資その他の資産合計 4,359 4,582

固定資産合計 19,872 19,942

資産合計 50,204 48,666
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,101 4,618

短期借入金 9,639 9,391

未払金 1,468 1,497

未払法人税等 283 269

賞与引当金 576 204

役員賞与引当金 0 ─

その他 1,529 1,796

流動負債合計 18,598 17,778

固定負債

長期借入金 5,513 5,144

役員退職慰労引当金 134 123

退職給付に係る負債 62 68

役員株式給付引当金 ─ 2

その他 1,265 1,291

固定負債合計 6,976 6,629

負債合計 25,575 24,408

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 12,057 12,057

利益剰余金 11,582 11,076

自己株式 △4,391 △4,392

株主資本合計 27,245 26,738

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 106 209

繰延ヘッジ損益 △18 △16

為替換算調整勘定 △2,295 △2,276

退職給付に係る調整累計額 △122 △106

その他の包括利益累計額合計 △2,329 △2,189

非支配株主持分 △286 △291

純資産合計 24,629 24,258

負債純資産合計 50,204 48,666
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 13,662 10,407

売上原価 11,889 8,827

売上総利益 1,772 1,579

販売費及び一般管理費 2,124 1,766

営業損失（△） △351 △186

営業外収益

受取利息 7 7

受取配当金 25 25

不動産賃貸料 245 266

その他 147 85

営業外収益合計 426 383

営業外費用

支払利息 30 29

不動産賃貸原価 118 137

為替差損 657 183

その他 10 40

営業外費用合計 816 391

経常損失（△） △740 △194

特別利益

固定資産売却益 52 0

その他 0 ─

特別利益合計 52 0

特別損失

固定資産売却損 17 0

固定資産除却損 0 26

投資有価証券評価損 ─ 0

特別損失合計 17 27

税金等調整前四半期純損失（△） △706 △221

法人税、住民税及び事業税 56 39

法人税等調整額 43 △9

法人税等合計 99 29

四半期純損失（△） △805 △251

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） ― △4

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △805 △246
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純損失（△） △805 △251

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △126 103

繰延ヘッジ損益 0 1

為替換算調整勘定 △183 19

退職給付に係る調整額 △11 15

その他の包括利益合計 △320 140

四半期包括利益 △1,126 △111

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,126 △106

非支配株主に係る四半期包括利益 ─ △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）

該当事項はありません。

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染症の影響)

前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)「新型コロナウイルス感染症の影響」に記載した新型コロナウイルス

感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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

　 報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)

四半期連結
損益計算書
計上額ＣＳ事業部 ＳＣＩ事業部

開発
センター

計

　売上高

外部顧客への売上高 4,559 9,018 83 13,661 1 13,662

　セグメント間の内部売上
　高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 4,559 9,018 83 13,661 1 13,662

セグメント損失(△)
(営業損失)

△131 △132 △70 △334 △17 △351

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他部品事業、リース事業、不動産

賃貸事業及び労働者派遣事業を含んでおります。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

　 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：百万円)

報告セグメント
その他
(注)

四半期連結
損益計算書
計上額ＣＳ事業部 ＳＣＩ事業部

開発
センター

計

　売上高

　外部顧客への売上高 4,190 6,138 77 10,406 0 10,407

　セグメント間の内部売上
　高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 4,190 6,138 77 10,406 0 10,407

セグメント利益又は損失(△)
(営業損失)

198 △312 △62 △177 △9 △186

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他部品事業、リース事業、不動産

賃貸事業及び労働者派遣事業を含んでおります。
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３．補足情報

受注及び販売の状況 (市場別)

①受注実績

（単位：百万円、％）

市場別

前第１四半期連結累計期間 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)

(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

情報通信 2,143 15.4 2,266 24.8 122 5.7

家電 5,777 41.3 4,256 46.5 △1,520 △26.3

車載 4,798 34.3 1,887 20.7 △2,910 △60.7

産機・その他 1,259 9.0 730 8.0 △529 △42.0

合計 13,978 100.0 9,140 100.0 △4,838 △34.6

市場別

(参考)前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

金額 構成比

情報通信 9,219 17.3

家電 20,832 39.0

車載 17,058 32.0

産機・その他 6,232 11.7

合計 53,343 100.0

②販売実績

（単位：百万円、％）

市場別

前第１四半期連結累計期間 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)

(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

情報通信 2,168 15.8 2,457 23.6 289 13.3

家電 5,855 42.9 4,610 44.3 △1,245 △21.3

車載 4,440 32.5 2,414 23.2 △2,026 △45.6

産機・その他 1,197 8.8 924 8.9 △273 △22.8

合計 13,662 100.0 10,407 100.0 △3,255 △23.8

市場別

(参考)前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

金額 構成比

情報通信 8,772 16.1

家電 21,369 39.5

車載 17,879 33.0

産機・その他 6,140 11.4

合計 54,161 100.0
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