
令令令令令和和和和和３３３３３年年年年年３３３３３月月月月月期期期期期 第第第第第１１１１１四半期決算短四半期決算短四半期決算短四半期決算短四半期決算短信信信信信〔〔〔〔〔日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準〕〕〕〕〕(((((連結)連結)連結)連結)連結)
　令和２年８月５日

上 場 会 社 名 パルステック工業株式会社 上場取引所 　東
コ ー ド 番 号 6894 URL https://www.pulstec.co.jp
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)鈴木 幸博
問合せ先責任者 (役職名)取締役管理部長 (氏名)工藤 孝史 (TEL)053-522-5176
四半期報告書提出予定日 令和２年８月７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 338 △17.9 △40 ― △39 ― △33 ―

２年３月期第１四半期 412 △6.1 29 △56.8 26 △65.1 19 △50.9

(注)包括利益 ３年３月期第１四半期 △34 百万円 ( ― ％) ２年３月期第１四半期 16 百万円 ( △58.4％)

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 △24.68 ―

２年３月期第１四半期 14.43 ―

（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 3,743 2,799 74.8

２年３月期 3,795 2,909 76.7

(参考) 自己資本 ３年３月期第１四半期 2,799 百万円 ２年３月期 2,909 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 ― 0.00 ― 55.00 55.00

３年３月期 ―

３年３月期(予想) 0.00 ― 45.00 45.00

(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、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 1,000 7.3 74 △31.9 81 △27.6 70 △1.2 51.27

通期 2,000 △13.7 200 △43.1 215 △40.9 183 △16.5 134.06

(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) ３年３月期１Ｑ 1,393,459株 ２年３月期 1,393,459株

② 期末自己株式数 ３年３月期１Ｑ 24,876株 ２年３月期 24,876株

③ 期中平均株式数（四半期累計） ３年３月期１Ｑ 1,368,583株 ２年３月期１Ｑ 1,368,583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、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]２ページ「（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におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、政

府による緊急事態宣言が発出され、不要不急の移動自粛や様々な業種業態でも休業を余儀なくされ

るなど、極めて厳しい状況下で推移いたしました。海外におきましても、新型コロナウイルス感染

症の急速な拡大により世界中で大規模な対策が講じられたほか、米中貿易摩擦、英国のＥＵ離脱、

地政学的リスクの高まりなどの課題も山積しており、今までに経験したことのない危機的状況で推

移いたしました。

当業界におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が大きく、輸送機器関連業界

を中心に厳しい受注環境となりましたが、ヘルスケア関連につきましては、引合いも旺盛で好調に

推移いたしました。

このような状況のなかで当社グループは、国内外の展示会や学会等の中止に加え、海外渡航規制

や国内特定地域への移動制限により営業活動が大幅に制約されましたが、ホームページの拡充やイ

ンターネットを活用した動画配信に積極的に取り組むことで、受注の確保、市場の開拓に注力いた

しました。

以上の結果、売上高は３億38百万円（前年同期比17.9％減）、営業損失は40百万円（前年同期は

29百万円の利益）、経常損失は39百万円（前年同期は26百万円の利益）、親会社株主に帰属する四

半期純損失は33百万円（前年同期は19百万円の利益）となりました。

なお、当社グループは、前連結会計年度までは、電子応用機器・装置事業の単一セグメントでし

たが、当第１四半期連結累計期間より、「Ｘ線残留応力測定装置関連」、「ヘルスケア装置関

連」、「光応用・特殊機器装置関連」の３つのセグメントに変更しております。

Ｘ線残留応力測定装置関連につきましては、国内外の展示会、学会、内覧会等がすべて中止とな

り、従来の顧客訪問や対面による商談等も大幅に制約されたことから、ＳＮＳによる情報発信やＷ

ＥＢ会議などを積極的に取り入れ受注確保に注力いたしましたが、顧客での生産停止、勤務体系の

変更、設備投資予算の凍結や導入時期の先送りなどの影響により、売上高は94百万円（前年同期比

28.9％減）、セグメント利益は６百万円（前年同期比73.3％減）となりました。

ヘルスケア装置関連につきましては、遺伝子検査装置の受託開発やリピート受注に加え、新たな

受託開発・試作・量産等の引合いも好調に推移したことから、売上高は１億25百万円（前年同期比

79.2％増）となりましたが、量産品の本格生産立上げに伴う一時的な製造原価の増加により、セグ

メント利益は54万円（前年同期比96.7％減）となりました。

光応用・特殊機器装置関連につきましては、主要顧客からの専用検査装置は引き続き堅調に推移

したものの、顧客での生産体制の縮小や停止に伴う新たな引合い案件の減少に加え、受託製品の生

産に使用する部材の納期遅延などの影響により、売上高は１億18百万円（前年同期比43.4％減）、

セグメント利益は33百万円（前年同期比56.8％減）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における総資産は、前連結会計年度末と比べて52百万円減少し、37

億43百万円となりました。これは主に、現金及び預金が１億84百万円、仕掛品が90百万円それぞれ

増加し、受取手形及び売掛金が３億25百万円減少したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末と比べて57百万円増加し、９億43百万円となりました。これは主に、

長期借入金が97百万円増加し、支払手形及び買掛金が47百万円減少したことによるものでありま

す。

純資産は、前連結会計年度末と比べて１億９百万円減少し、27億99百万円となりました。これは

主に、利益剰余金が１億９百万円減少したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和３年３月期の連結業績予想につきましては、令和２年５月13日付の決算短信で公表いたしま

した第２四半期（累計）及び通期の業績予想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：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 998,901 1,183,802

受取手形及び売掛金 984,496 659,032

仕掛品 495,412 586,312

原材料及び貯蔵品 144,617 127,097

その他 29,657 41,847

流動資産合計 2,653,085 2,598,092

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 249,477 257,540

その他（純額） 342,961 333,709

有形固定資産合計 592,439 591,249

無形固定資産 37,472 37,142

投資その他の資産

投資その他の資産 522,456 525,865

貸倒引当金 △9,900 △8,900

投資その他の資産合計 512,556 516,965

固定資産合計 1,142,469 1,145,356

資産合計 3,795,554 3,743,449

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 194,454 146,572

1年内返済予定の長期借入金 10,320 10,320

未払法人税等 11,724 4,866

賞与引当金 73,168 27,020

その他 119,913 171,126

流動負債合計 409,580 359,906

固定負債

長期借入金 45,020 142,440

退職給付に係る負債 430,842 441,102

繰延税金負債 229 97

固定負債合計 476,091 583,639

負債合計 885,672 943,546

純資産の部

株主資本

資本金 1,491,375 1,491,375

資本剰余金 929,795 929,795

利益剰余金 649,757 540,715

自己株式 △165,878 △165,878

株主資本合計 2,905,050 2,796,008

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,925 5,482

為替換算調整勘定 △1,094 △1,588

その他の包括利益累計額合計 4,831 3,894

純資産合計 2,909,882 2,799,902

負債純資産合計 3,795,554 3,743,449
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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 412,423 338,606

売上原価 199,233 224,940

売上総利益 213,190 113,666

販売費及び一般管理費 184,084 154,449

営業利益又は営業損失（△） 29,106 △40,783

営業外収益

受取利息及び配当金 1,368 1,447

売電収入 3,711 3,848

貸倒引当金戻入額 - 1,000

その他 542 122

営業外収益合計 5,622 6,418

営業外費用

支払利息 193 165

為替差損 6,005 2,969

売電費用 2,295 2,042

営業外費用合計 8,494 5,178

経常利益又は経常損失（△） 26,234 △39,543

特別利益

固定資産売却益 799 -

特別利益合計 799 -

特別損失

固定資産除却損 26 0

特別損失合計 26 0

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（△）

27,008 △39,543

法人税等 7,263 △5,772

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,744 △33,770

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（△）

19,744 △33,770
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,744 △33,770

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,346 △442

為替換算調整勘定 △1,602 △494

その他の包括利益合計 △2,948 △936

四半期包括利益 16,795 △34,707

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 16,795 △34,707

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。
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　（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 平成31年４月１日 至 令和元年６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）

報告セグメント

合計Ｘ線残留応力

測定装置関連
ヘルスケア装置関連

光応用・

特殊機器装置関連

売上高

　外部顧客への売上高 132,519 70,042 209,861 412,423

セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ―

計 132,519 70,042 209,861 412,423

セグメント利益 23,334 16,348 77,250 116,934

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 116,934

全社費用（注） △77,387

棚卸資産の調整額 △10,440

四半期連結損益計算書の営業利益 29,106

(注)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。

Ⅱ 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)

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)

報告セグメント

合計Ｘ線残留応力

測定装置関連
ヘルスケア装置関連

光応用・

特殊機器装置関連

売上高

　外部顧客への売上高 94,279 125,548 118,778 338,606

セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ―

計 94,279 125,548 118,778 338,606

セグメント利益 6,224 542 33,355 40,122

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 40,122

全社費用（注） △71,896

棚卸資産の調整額 △9,009

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △40,783

(注)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。
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３．報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは、前連結会計年度までは、電子応用機器・装置事業の単一セグメントでしたが、経

営管理を充実させる観点から当社グループの経営管理手法を見直しております。その結果、当第１四

半期連結累計期間より、「Ｘ線残留応力測定装置関連」、「ヘルスケア装置関連」、「光応用・特殊

機器装置関連」の３つのセグメントに変更しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の報告セグメン

トの区分に基づき作成しております。

３．その他

　生産、受注及び販売の状況

（１） 生産実績

当第１四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％）

Ｘ線残留応力測定装置関連 155,290 89.2

ヘルスケア装置関連 140,471 45.7

光応用・特殊機器装置関連 100,780 24.1

合計 396,542 44.1

　（注）生産高は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

（２）受注実績

当第１四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

Ｘ線残留応力測定装置関連 116,108 66.5 115,400 47.9

ヘルスケア装置関連 558,188 194.2 882,535 149.4

光応用・特殊機器装置関連 187,593 91.5 691,882 94.7

合計 861,889 129.2 1,689,818 108.2

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績

当第１四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

Ｘ線残留応力測定装置関連 94,279 71.1

ヘルスケア装置関連 125,548 179.2

光応用・特殊機器装置関連 118,778 56.6

合計 338,606 82.1

　（注）１．主な相手先別販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

なお、総販売実績に対する当該割合が100分の10未満である販売実績につきましては、記載を省略してお

ります。

相手先

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 平成31年４月１日
　 至 令和元年６月30日）

（自 令和２年４月１日
　 至 令和２年６月30日）

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

東洋紡株式会社 ― ― 75,664 22.3

株式会社日立ハイテク 41,885 10.2 73,715 21.8

東海電子株式会社 ― ― 49,688 14.7

　 ２．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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