
令和3年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

令和2年8月3日

上場会社名 イワブチ株式会社 上場取引所 東

コード番号 5983 URL https://www.iwabuchi.co.jp

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 内田　秀吾

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 遠藤　雅道 TEL 047-368-2222（代）

四半期報告書提出予定日 令和2年8月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

1. 令和3年3月期第1四半期の連結業績（令和2年4月1日～令和2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 ％

3年3月期第1四半期 2,212 △1.7 73 760.1 113 117.4 78 40.2

2年3月期第1四半期 2,249 1.8 8 ― 52 ― 56 ―

（注）包括利益 3年3月期第1四半期　　115百万円 （426.4％） 2年3月期第1四半期　　21百万円 （―％）

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

3年3月期第1四半期 73.26 ―

2年3月期第1四半期 52.27 ―

(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 ％

3年3月期第1四半期 19,443 15,972 81.7

2年3月期 19,799 15,964 80.2

（参考）自己資本 3年3月期第1四半期 15,882百万円 2年3月期 15,873百万円

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

2年3月期 ― 100.00 ― 100.00 200.00

3年3月期 ―

3年3月期（予想） 100.00 ― 100.00 200.00

（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. 令和 3年 3月期の連結業績予想（令和 2年 4月 1日～令和 3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 9,819 △0.8 419 △7.8 505 △13.4 348 △49.0 323.96

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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 ： 有

(注)詳細は、添付資料8ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特

　　 有の会計処理の適用)」をご参照ください。

(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） 3年3月期1Q 1,100,000 株 2年3月期 1,100,000 株

② 期末自己株式数 3年3月期1Q 25,789 株 2年3月期 25,750 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 3年3月期1Q 1,074,235 株 2年3月期1Q 1,074,287 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予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において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、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

なお、業績予想に関する事項は、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」をご参照くだ
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わが国の経済は、米中貿易摩擦や新型コロナウイルス感染拡大による経済の

停滞により、一段と不透明感が増しております。

当社グループの主要需要であります電力会社においては、発電コスト増加の影響や、送配電部門の分社化を背景

に、更なる経営合理化の推進による設備投資の抑制やコスト削減要請が続いており、厳しい受注環境となりまし

た。また、ＮＴＴにおいても、当社グループに関連した設備投資は抑制傾向となっておりますが、第５世代移動通

信システム（５Ｇ）に向けた投資が今後期待されます。

このような状況のなか、当社グループは、新規マーケットの開拓をはじめ、新製品の開発・販売、シナジーによ

る新ビジネスの展開を進めてまいりました。また、グループ全体で新たな発想による事業活動のプロセス改革・業

務改善活動（イワブチグループ・プロセス・イノベーション活動）の推進、ならびに経営資源の効率化を進め、時

代の変化に即応できる体制作りに取り組んでまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,212百万円と前年同期に比べ37百万円、1.7％の減収となり

ました。営業利益は73百万円と前年同期に比べ64百万円、760.1％の増益、経常利益は113百万円と前年同期に比べ

61百万円、117.4％の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は78百万円と前年同期に比べ22百万円、40.2％の

増益となりました。

新型コロナウイルスによる業績への影響については、当社グループの事業領域であります電力、通信業界につい

ては社会インフラを担う業界であることから、現時点で大きな影響は出ておりません。しかしながら、工事設計の

遅れや入札業務の遅れなどの情報もあり、今後も状況を注視してまいります。

セグメントに代わる需要分野別の業績は、次のとおりであります。

① 交通信号・標識・学校体育施設関連

学校体育施設関連は、新製品の投入などにより全国的に堅調に推移しました。交通信号、標識関連について

は、緊急事態宣言に伴う工事入札の遅れなどの影響があり低調となりました。その結果、売上高は145百万円

と前年同期に比べ14百万円、8.9％の減収となりました。

② ＣＡＴＶ・防災無線関連

ＣＡＴＶ関連は、昨年度実施された大規模工事が終息したことで、小規模工事が多く低調に推移しました。

一方、防災無線関連は、デジタル化への更新工事が全国的に実施されたことから、好調に推移しました。その

結果、売上高は283百万円と前年同期に比べ2百万円、1.0％の増収となりました。

③ 情報通信関連

情報通信関連は、移動体基地局建設工事などが低調に推移したものの、光伝送路工事、支持物建替え工事や

災害復旧工事などもあり、好調に推移しました。その結果、売上高は486百万円と前年同期に比べ8百万円、

1.8％の増収となりました。

④ 配電線路関連

配電線路関連は、新製品の投入をはじめ積極的な営業活動を実施してまいりましたが、電力会社による経営

基盤強化に向けた調達見直しなどにより、厳しい受注環境となりました。その結果、売上高は861百万円と前

年同期に比べ47百万円、5.2％の減収となりました。

⑤ その他

一般民需、公共工事関連は、街路灯・防犯灯ＬＥＤ化を中心としたセキュリティ関連工事に加え、鋼板組立

柱などの販売もあり、好調に推移しました。また、鉄道関連においても、安全対策に伴う付帯工事が好調に推

移しました。その結果、売上高は436百万円と前年同期に比べ12百万円、3.0％の増収となりました。
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（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ355百万円減少し、19,443百万円となりま

した。

当第１四半期連結累計期間における資産、負債及び純資産の状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(資産の部)

流動資産は、前連結会計年度末に比べ329百万円減少し、12,253百万円となりました。これは、主に商品及び

製品が73百万円増加したことと、受取手形及び売掛金が309百万円、電子記録債権が122百万円減少したことによ

るものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ26百万円減少し、7,189百万円となりました。これは、主に有形固定資

産が54百万円減少したことによるものです。

(負債の部)

負債は、前連結会計年度末に比べ363百万円減少し、3,471百万円となりました。これは、主に未払法人税等が

200百万円及び賞与引当金が119百万円減少したことによるものです。

(純資産の部)

純資産は、前連結会計年度末に比べ7百万円増加し、15,972百万円となりました。これは、主にその他有価証

券評価差額金が39百万円増加したことと、利益剰余金が28百万円減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和３年３月期の業績予想につきましては、令和２年５月18日に公表しました「令和２年３月期決算短信」に

おける業績予想に変更はありません。

決算短信（宝印刷） 2020年07月29日 10時36分 3ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



イワブチ株式会社(5983) 令和３年３月期 第１四半期決算短信

― 4 ―

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
(令和２年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(令和２年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,248,415 7,287,544

受取手形及び売掛金 2,326,593 2,017,570

電子記録債権 757,034 634,916

商品及び製品 1,794,936 1,868,164

仕掛品 146,983 130,749

原材料及び貯蔵品 227,768 241,272

その他 92,327 82,847

貸倒引当金 △11,064 △9,084

流動資産合計 12,582,995 12,253,980

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,698,230 1,667,086

土地 3,273,547 3,273,547

その他（純額） 652,577 628,747

有形固定資産合計 5,624,355 5,569,381

無形固定資産 101,321 94,933

投資その他の資産

投資有価証券 1,098,296 1,151,271

その他 412,750 389,811

貸倒引当金 △20,350 △15,850

投資その他の資産合計 1,490,697 1,525,232

固定資産合計 7,216,374 7,189,547

資産合計 19,799,370 19,443,528
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(単位：千円)

前連結会計年度
(令和２年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(令和２年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,508,786 1,488,457

短期借入金 167,475 173,461

未払法人税等 243,782 43,561

賞与引当金 235,742 115,840

その他 360,367 369,306

流動負債合計 2,516,155 2,190,627

固定負債

長期借入金 340,206 305,531

役員退職慰労引当金 379,659 370,680

退職給付に係る負債 433,440 438,908

その他 165,378 165,319

固定負債合計 1,318,684 1,280,440

負債合計 3,834,840 3,471,068

純資産の部

株主資本

資本金 1,496,950 1,496,950

資本剰余金 1,231,962 1,231,962

利益剰余金 12,949,199 12,920,473

自己株式 △150,299 △150,546

株主資本合計 15,527,812 15,498,839

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 300,136 339,904

為替換算調整勘定 45,670 43,442

その他の包括利益累計額合計 345,806 383,346

非支配株主持分 90,910 90,273

純資産合計 15,964,529 15,972,460

負債純資産合計 19,799,370 19,443,528
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
　至 令和元年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
　至 令和２年６月30日)

売上高 2,249,824 2,212,163

売上原価 1,650,127 1,550,213

売上総利益 599,697 661,949

販売費及び一般管理費 591,185 588,745

営業利益 8,511 73,204

営業外収益

受取利息 85 86

受取配当金 18,695 17,584

受取賃貸料 11,106 10,811

貸倒引当金戻入額 2,237 6,479

為替差益 7,557 1,015

持分法による投資利益 3,181 1,317

その他 1,929 3,297

営業外収益合計 44,792 40,592

営業外費用

支払利息 885 717

その他 409 0

営業外費用合計 1,294 717

経常利益 52,008 113,079

特別利益

固定資産売却益 2,450 0

投資有価証券売却益 26,053 205

特別利益合計 28,504 205

特別損失

固定資産除売却損 191 320

特別損失合計 191 320

税金等調整前四半期純利益 80,321 112,963

法人税等 24,091 34,901

四半期純利益 56,230 78,062

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

80 △636

親会社株主に帰属する四半期純利益 56,149 78,698
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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 平成31年４月１日
　至 令和元年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
　至 令和２年６月30日)

四半期純利益 56,230 78,062

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,128 39,768

為替換算調整勘定 △26,140 △2,227

その他の包括利益合計 △34,268 37,540

四半期包括利益 21,961 115,602

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 21,880 116,238

非支配株主に係る四半期包括利益 80 △636
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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）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

決算短信（宝印刷） 2020年07月29日 10時36分 8ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）


