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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 2,113 △0.9 △120 － △147 － △162 －

2020年３月期第１四半期 2,131 △16.1 △142 － △147 － △338 －
(注)包括利益 2021年３月期第１四半期 △176百万円( －％) 2020年３月期第１四半期 △365百万円( －％)

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 △10.43 －

2020年３月期第１四半期 △21.69 －
　

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、2021年３月期第１四半期は潜在株式は存在するものの、
　 １株当たり四半期純損失であるため記載していません。

　

（２）連結財政状態

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

2021年３月期第１四半期 12,790 8,789 68.7 563.48

2020年３月期 11,422 8,995 78.8 576.69
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 8,789百万円 2020年３月期 8,995百万円
　

　

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 － 2.00 － 2.00 4.00

2021年３月期 －

2021年３月期(予想) 2.00 － 2.00 4.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021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) 4,500 3.0 △50 － △50 － △100 － △6.41

通期 9,600 7.7 150 － 150 － 40 － 2.56
(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)
　
　

（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 15,600,000株 2020年３月期 15,600,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 1,515株 2020年３月期 1,513株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 15,598,486株 2020年３月期１Ｑ 15,598,487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および合理的である
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およ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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （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。
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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における国内外経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行と、感染症対策

として実施した経済活動の制限や停止措置などにより大きく縮小し、景気は急速に後退しました。

このような状況のもと、当社グループに関連する主要市場では、自動車販売が大きく落ち込んだ車載市場が新

型コロナウイルス感染症の影響を最も大きく受けました。また、米中貿易摩擦の影響などにより落ち込んでいる

工作機械市場も設備投資が一層手控えられ、市況は一段と悪化しました。

一方、半導体、通信機器市場は第５世代移動通信システム向けの設備投資や製品開発が活発化し、市況は回復

基調を辿りました。加えて通信機器市場では、無線ＬＡＮの新規格Ｗｉ-Ｆｉ６が順調に立ち上がるなど一部の市

場では市況に好転の兆しが見えました。

これらの結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高21億13百万円（前年同期比0.9％減少）、営業損失

１億20百万円（前年同期は１億42百万円の損失）、経常損失１億47百万円（前年同期は１億47百万円の損失）、

親会社株主に帰属する四半期純損失１億62百万円（前年同期は３億38百万円の損失）となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりです。

〔パワーエレクトロニクス事業〕

当セグメントの売上高は９億62百万円（前年同期比3.4％減少）となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、ノイズフィルタを生産するマレーシアの連結子会社の稼働が、政府

の要請により５月初旬まで制限され生産数が減少したものの、半導体メーカーの設備投資が回復基調にあり、製

造装置に搭載されるノイズフィルタは増加しました。ただし、日本国内での移動制限や自粛などにより当社と顧

客工場との往来ができず、電磁波ノイズ測定事業が減少したため、セグメント全体では売上高が減少しました。

営業損失は、売上高の減少や新型コロナウイルス感染症の影響により航空輸送需要が減少し、マレーシアから

の輸送コストが増加したことなどにより１億３百万円（前年同期は40百万円の損失）となりました。

〔情報通信事業〕

当セグメントの売上高は11億88百万円（前年同期比2.4％増加）となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により世界的に自動車販売が落ち込み、厚膜印刷基板などの車載用製品が減

少しましたが、昨年度から生産を開始した無線ＬＡＮ新規格Ｗｉ-Ｆｉ６向け新製品の量産本格化と、第５世代移

動通信システム向け製品の増加により積層誘電体フィルタが増加し、セグメント全体では売上高が増加しまし

た。

営業損失は、売上高の増加により41百万円（前年同期は１億８百万円の損失）となり、前年同期から67百万円

改善しました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績見通しは、2020年５月18日に公表した業績予想から変更ありません。業績予想を見直す必要が生じた場合

には速やかに公表します。
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２．四半期連結財務諸表および主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(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 1,201,221 2,537,383

受取手形及び売掛金 2,703,841 2,526,124

電子記録債権 614,531 693,670

商品及び製品 280,443 285,725

仕掛品 343,665 351,223

原材料及び貯蔵品 617,640 708,525

その他 114,353 99,287

貸倒引当金 △2,383 △2,377

流動資産合計 5,873,311 7,199,560

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,616,297 4,606,807

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,705,156 △3,716,237

建物及び構築物（純額） 911,141 890,570

機械装置及び運搬具 7,325,612 7,335,535

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,649,070 △6,698,226

機械装置及び運搬具（純額） 676,542 637,309

土地 853,379 853,379

建設仮勘定 31,796 120,971

その他 644,027 647,443

減価償却累計額及び減損損失累計額 △551,640 △558,509

その他（純額） 92,387 88,934

有形固定資産合計 2,565,245 2,591,163

無形固定資産 93,743 93,214

投資その他の資産

投資有価証券 87,057 93,563

退職給付に係る資産 2,681,892 2,696,175

繰延税金資産 10,695 10,063

その他 115,302 111,337

貸倒引当金 △4,489 △4,489

投資その他の資産合計 2,890,457 2,906,649

固定資産合計 5,549,445 5,591,026

資産合計 11,422,756 12,790,586
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(単位：千円)

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 460,386 511,915

電子記録債務 299,309 328,335

未払金 205,088 322,060

未払法人税等 38,563 16,757

賞与引当金 299,379 138,238

役員賞与引当金 1,000 250

その他 166,703 221,264

流動負債合計 1,470,428 1,538,819

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 － 1,500,000

退職給付に係る負債 87,037 88,708

役員退職慰労引当金 50,808 49,433

繰延税金負債 819,002 824,139

固定負債合計 956,847 2,462,280

負債合計 2,427,275 4,001,099

純資産の部

株主資本

資本金 3,806,750 3,806,750

資本剰余金 3,788,426 3,788,426

利益剰余金 1,872,507 1,680,450

自己株式 △950 △951

株主資本合計 9,466,733 9,274,675

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,996 10,298

為替換算調整勘定 △230,779 △254,336

退職給付に係る調整累計額 △246,469 △241,150

その他の包括利益累計額合計 △471,252 △485,188

純資産合計 8,995,481 8,789,487

負債純資産合計 11,422,756 12,790,586
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（２）四半期連結損益計算書およ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：千円)
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 2,131,431 2,113,069

売上原価 1,665,336 1,654,105

売上総利益 466,095 458,964

販売費及び一般管理費 608,519 579,623

営業損失（△） △142,424 △120,659

営業外収益

受取利息 619 201

受取配当金 1,060 535

その他 1,782 2,803

営業外収益合計 3,461 3,539

営業外費用

社債利息 － 25

社債発行費 － 25,077

為替差損 8,046 4,242

その他 471 966

営業外費用合計 8,517 30,310

経常損失（△） △147,480 △147,430

特別利益

固定資産売却益 431 －

特別利益合計 431 －

特別損失

固定資産除却損 3,616 10

弁護士報酬等 65,948 8,999

特別損失合計 69,564 9,009

税金等調整前四半期純損失（△） △216,613 △156,439

法人税、住民税及び事業税 6,336 5,071

法人税等調整額 115,395 1,193

法人税等合計 121,731 6,264

四半期純損失（△） △338,344 △162,703

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △338,344 △162,703
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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：千円)
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（△） △338,344 △162,703

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,490 4,302

為替換算調整勘定 △16,955 △23,557

退職給付に係る調整額 △11,812 5,319

その他の包括利益合計 △27,277 △13,936

四半期包括利益 △365,621 △176,639

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △365,621 △176,639

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）

当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、四半期連

結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しています。新型コロナウイルス感染症による当社グル

ープ事業への影響は、事業によってその影響や程度が異なるものの、売上高の減少等の影響がある事業について

は、当連結会計年度上期には概ねその影響が収束するという前提に基づき、会計上の見積りを行っています。

なお、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は不確実性が高いため、上記前提に変化が生じた場

合には、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（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)

１．報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)

四半期連結損益
計算書計上額

(注)パワーエレクト
ロニクス事業

情報通信事業 計

売上高

外部顧客への売上高 977,555 1,153,876 2,131,431 － 2,131,431

セグメント間の
内部売上高又は振替高

18,347 6,863 25,210 △25,210 －

計 995,902 1,160,739 2,156,641 △25,210 2,131,431

セグメント損失(△) △40,631 △108,446 △149,077 6,653 △142,424

(注) セグメント損失の合計額と四半期連結損益計算書の営業損失との差額を調整額として表示しています。調整額

6,653千円は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等です。

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)

１．報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)

四半期連結損益
計算書計上額

(注)パワーエレクト
ロニクス事業

情報通信事業 計

売上高

外部顧客への売上高 935,124 1,177,945 2,113,069 － 2,113,069

セグメント間の
内部売上高又は振替高

27,316 10,455 37,771 △37,771 －

計 962,440 1,188,400 2,150,840 △37,771 2,113,069

セグメント損失(△) △103,950 △41,142 △145,092 24,433 △120,659

(注) セグメント損失の合計額と四半期連結損益計算書の営業損失との差額を調整額として表示しています。調整額

24,433千円は主に報告セグメントに予算配賦した一般管理費等の予算と実績の調整差額です。
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