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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 2,712 △33.0 △154 ― △104 ― △79 ―

2020年3月期第1四半期 4,046 △4.4 255 △19.7 261 △18.4 175 △16.3

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　△428百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期　　294百万円 （72.2％）

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 △8.75 ―

2020年3月期第1四半期 19.41 ―

(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 15,972 12,078 68.4

2020年3月期 16,384 12,600 69.3

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 10,925百万円 2020年3月期 11,347百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

１．2021年3月期の年間配当予想につきましては、現時点では業績予想が困難であるため未定としております。今後、予想が可能となった時点で速やかに

　　公表いたします。

２．配当予想の修正については、本日（2020年８月３日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

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) 4,970 △37.3 △490 ― △320 ― △240 ― △26.52

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

１．通期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスによる影響を現段階において合理的に算定することが困難であるため未定としております。

　　今後、業績予想が可能となった時点で速やかに公表いたします。

２．連結業績予想の修正については、本日（2020年８月３日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。



※ 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

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） 2021年3月期1Q 9,053,300 株 2020年3月期 9,053,300 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 2,066 株 2020年3月期 2,066 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 9,051,234 株 2020年3月期1Q 9,051,234 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

(将来に関する記述等についてのご注意）

　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」をご覧下さい。

（決算補足説明資料の入手方法について）

　決算説明資料については、８月３日に当社ホームページに掲載する予定です。
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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、当社グループの主要顧客業界である日系自動車産業では、世界各国で新型

コロナウイルス感染防止の緊急措置が講じられたことによる経済悪化の影響を受け、著しく停滞いたしました。ま

た、新型コロナウイルス感染拡大は、引き続き世界経済に悪影響を及ぼしており、先行き不透明な状況にありま

す。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業では、国内、海外ともに自動車産業の稼働が停滞したことにより、

金型部門、精密鍛造品部門双方の売上高が大幅に減少いたしました。その結果、ネットシェイプ事業の売上高は11

億６千４百万円（前年同期比44.4％減）となりました。

　また、アッセンブリ事業につきましても、ネットシェイプ事業同様、自動車産業停滞の影響を受け、ターボチャ

ージャー部品の売上高が大幅に減少いたしました。その結果、アッセンブリ事業の売上高は９億６千７百万円（前

年同期比32.6％減）となりました。

　一方、フィルタ事業では、主力ユーザー向け製品が引き続き好調に推移いたしました。その結果、売上高は５億

８千１百万円（前年同期比12.3％増）となりました。

　以上の結果、連結売上高は27億１千２百万円（前年同期比33.0％減）となりました。

　損益面におきましては、ネットシェイプ事業、アッセンブリ事業の売上高が大幅に減少したことから、営業損失

１億５千４百万円（前年同期は、２億５千５百万円の営業利益）、経常損失１億４百万円（前年同期は、２億６千

１百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失７千９百万円（前年同期は、１億７千５百万円の親会

社株主に帰属する四半期純利益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期連結会計期間末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ４億１千２百万円減少し、159億７

千２百万円となりました。これは、主に現金及び預金が３億１千３百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が５

億１千５百万円、電子記録債権が１億４百万円、有形固定資産が２億３千７百万円減少したことによるものであり

ます。

　負債におきましては、前連結会計年度末に比べ１億１千万円増加し、38億９千３百万円となりました。これは、

主に借入金が３億２千７百万円、賞与引当金が１億９千２百万円増加した一方、買掛金が１億７千９百万円、未払

金が２億４千５百万円減少したことによるものであります。

　純資産におきましては、親会社株主に帰属する四半期純損失７千９百万円等により、前連結会計年度末に比べて

５億２千２百万円減少し、120億７千８百万円となり、自己資本比率は68.4％となりました。

（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２四半期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスによる影響を合理的に算定することが

困難であることから未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報に基づき算定し、公表することといたしま

した。

　なお、通期の業績予想につきましては、当社の主力顧客業界である自動車産業の動向が依然不透明であることか

ら、未定としております。合理的な算定が可能になった時点で、公表いたします。

　また、経営環境、業績動向及び通期業績予想を未定とさせていただいている現況などを総合的に勘案し、第２四

半期末の配当は見送ることとし、期末配当については未定とさせていただきます。

　通期の配当予想につきましては、通期業績予想が公表可能になった時点で公表いたします。

　詳細につきましては、本日（2020年８月３日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。
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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
(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 3,664,887 3,978,588

受取手形及び売掛金 2,685,844 2,170,179

電子記録債権 726,276 621,540

商品及び製品 619,796 647,892

仕掛品 765,747 722,801

原材料及び貯蔵品 453,505 439,778

その他 152,240 228,563

貸倒引当金 △46 △38

流動資産合計 9,068,253 8,809,306

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,938,320 1,885,891

機械装置及び運搬具（純額） 1,659,101 1,662,979

土地 1,822,781 1,807,571

その他（純額） 1,106,489 932,358

有形固定資産合計 6,526,693 6,288,800

無形固定資産 483,116 507,100

投資その他の資産 306,156 366,970

固定資産合計 7,315,965 7,162,871

資産合計 16,384,218 15,972,177
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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

買掛金 1,224,966 1,045,060

短期借入金 - 150,000

1年内返済予定の長期借入金 781,095 869,776

リース債務 22,407 20,682

未払法人税等 69,809 24,518

賞与引当金 158,268 350,383

その他 750,721 573,810

流動負債合計 3,007,267 3,034,231

固定負債

長期借入金 722,362 811,171

リース債務 53,762 48,591

固定負債合計 776,124 859,762

負債合計 3,783,391 3,893,994

純資産の部

株主資本

資本金 1,429,921 1,429,921

資本剰余金 1,192,857 1,192,857

利益剰余金 8,323,676 8,153,957

自己株式 △1,236 △1,236

株主資本合計 10,945,218 10,775,499

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 201 955

為替換算調整勘定 466,125 209,390

退職給付に係る調整累計額 △64,079 △60,812

その他の包括利益累計額合計 402,248 149,533

非支配株主持分 1,253,360 1,153,150

純資産合計 12,600,826 12,078,183

負債純資産合計 16,384,218 15,972,177
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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 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 4,046,673 2,712,996

売上原価 3,211,179 2,347,209

売上総利益 835,493 365,786

販売費及び一般管理費 580,161 520,451

営業利益又は営業損失（△） 255,331 △154,664

営業外収益

受取利息 2,760 2,471

受取配当金 224 133

為替差益 498 -

保険配当金 3,667 3,850

助成金収入 - 56,490

その他 1,880 2,488

営業外収益合計 9,031 65,434

営業外費用

支払利息 2,509 1,941

為替差損 - 11,922

その他 658 1,001

営業外費用合計 3,167 14,864

経常利益又は経常損失（△） 261,196 △104,095

特別利益

固定資産売却益 68 -

特別利益合計 68 -

特別損失

固定資産売却損 490 -

固定資産除却損 706 1,027

特別損失合計 1,197 1,027

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（△）

260,067 △105,122

法人税、住民税及び事業税 20,339 19,528

法人税等調整額 39,710 △47,384

法人税等合計 60,049 △27,856

四半期純利益又は四半期純損失（△） 200,017 △77,265

非支配株主に帰属する四半期純利益 24,376 1,940

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（△）

175,641 △79,206
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 200,017 △77,265

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,455 753

為替換算調整勘定 93,770 △354,882

退職給付に係る調整額 2,910 3,266

その他の包括利益合計 94,224 △350,862

四半期包括利益 294,242 △428,128

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 243,991 △331,921

非支配株主に係る四半期包括利益 50,250 △96,207
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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。

（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)１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注)２

ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

外部顧客への売上高 2,093,585 1,435,839 517,248 4,046,673 ― 4,046,673

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,815 ― ― 2,815 △2,815 ―

計 2,096,400 1,435,839 517,248 4,049,488 △2,815 4,046,673

セグメント利益 156,450 47,582 57,162 261,196 ― 261,196

(注)１. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。

　

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：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注)２

ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

外部顧客への売上高 1,164,031 967,927 581,036 2,712,996 ― 2,712,996

セグメント間の内部
売上高又は振替高

285 ― ― 285 △285 ―

計 1,164,317 967,927 581,036 2,713,282 △285 2,712,996

セグメント利益又は損失(△) △139,140 △55,908 90,954 △104,095 ― △104,095

(注)１. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ２. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常損失であります。

（追加情報）

　（新型コロナウイルス感染症に関する会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症の影響について、当社グループの主要顧客である日系自動車メーカーの工場稼働が

停止するなど、経済活動が著しく停滞し先行き不透明感が増しており、当該感染症の終息時期によっては、予断

を許さない状況が継続するものと思われます。先行きを予測することは困難でありますが、当社グループでは、

現時点で入手可能な情報等に基づき、当該感染症の影響が当連結会計年度中は続く可能性があるものと仮定して、

会計上の見積りを行っております。
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３．その他

（生産、受注及び販売の状況）

（1）販売実績 （単位：千円）

事業別

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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 2,093,585 51.7 1,164,031 42.9

アッセンブリ 1,435,839 35.5 967,927 35.7

フィルタ 517,248 12.8 581,036 21.4

合計 4,046,673 100.0 2,712,996 100.0

（注） 内、海外向売上高

事業別

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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 658,962 31.5 402,715 34.6

アッセンブリ 725,225 50.5 532,003 55.0

フィルタ 142,175 27.5 155,090 26.7

合計 1,526,363 37.7 1,089,809 40.2

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）受注状況 （単位：千円）

事業別

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）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ネットシェイプ 2,020,063 1,735,086 856,381 1,008,158

アッセンブリ 1,440,234 1,816,836 394,061 1,034,724

フィルタ 534,472 517,386 619,673 578,554

合計 3,994,770 4,069,309 1,870,115 2,621,436

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　 ２．ネットシェイプの精密鍛造品部門とアッセンブリの受注状況には、内示受注高を含んでおります。

（3）生産実績 （単位：千円）

事業別

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）

金額 金額

ネットシェイプ 1,791,242 1,145,563

アッセンブリ 1,496,791 980,041

フィルタ 505,217 573,214

合計 3,793,251 2,698,820

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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