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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 2,140 28.3 △2 ― 7 ― △3 ―

2020年３月期第１四半期 1,668 △15.6 △16 ― △10 ― △19 ―
(注) 包括利益 2021年３月期第１四半期 △29百万円( ―％) 2020年３月期第１四半期 △122百万円( ―％)
　

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 △2.74 ―

2020年３月期第１四半期 △14.23 ―

（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 8,772 3,936 44.9
2020年３月期 9,900 4,035 40.8

(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 3,936百万円 2020年３月期 4,035百万円

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 ― ― ― 50.00 50.00
2021年３月期 ―
2021年３月期(予想) ― ― 30.00 30.00

(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) 4,050 5.9 20 ― 20 ― 10 ― 7.27

通期 9,050 △8.3 260 △50.7 265 △50.2 160 △43.1 116.33
(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) 2021年３月期１Ｑ 1,425,000株 2020年３月期 1,425,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 49,617株 2020年３月期 49,617株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 1,375,383株 2020年３月期１Ｑ 1,375,458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、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におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響で４月には

政府による緊急事態宣言が発令されるなど、経済活動も大幅に抑制され景気は急速に減速しております。

　このような経営環境の中、当社グループは新型コロナウイルスの感染防止に万全の注意を払いながら営業活

動・生産活動を展開した結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は21億40百万円（前年同四半期比４億71百万

円、28.3％増）となり、受注高は43億24百万円（前年同四半期比16億95百万円、64.5％増）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

［電気機器製造販売事業］

電気機器製造販売事業の売上高は21億３百万円（前年同四半期比４億72百万円、29.0％増）となり、受注高

は43億24百万円（前年同四半期比16億95百万円、64.5％増）となりました。

主力の鉄道関連事業につきましては、主に新幹線車両用電気機器及び国内通勤近郊電車等の車両需要向けを

中心に受注活動を展開した結果、売上高は18億16百万円（前年同四半期比４億５百万円、28.7％増）となり、

受注高は27億21百万円（前年同四半期比10億86百万円、66.4％増）となりました。

　自動車関連事業につきましては、各高速道路会社等に対し車載標識車を中心とする受注活動を展開した結

果、売上高は１億99百万円（前年同四半期比48百万円、32.2％増）となり、受注高は15億45百万円（前年同四

半期比６億19百万円、66.9％増）となりました。

　船舶等関連事業につきましては、防衛省関連等への出荷を中心に受注活動を展開した結果、売上高は87百万

円（前年同四半期比18百万円、27.3％増）となり、受注高は57百万円（前年同四半期比９百万円、14.7％減）

となりました。

［不動産関連事業］

不動産関連事業につきましては、各賃貸マンションが堅調な売上を維持しており、売上高は36百万円（前年

同四半期比０百万円、1.4％減）となりました。

利益につきましては、売上は好調だったものの効率的な生産ができず、当第１四半期連結累計期間の営業損失

は２百万円（前年同四半期は営業損失16百万円）、経常利益は７百万円（前年同四半期は経常損失10百万円）と

なり、親会社株主に帰属する四半期純損失は３百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失19百

万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（流動資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて15.3％減少し、57億２百万円となりました。これは、主として棚卸資

産が64百万円増加し、現金及び預金が１億９百万円、受取手形及び売掛金が９億18百万円、電子記録債権が56百

万円減少したこと等によります。

　（固定資産）

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて3.1％減少し、30億69百万円となりました。これは、主として投資有価

証券が35百万円減少したこと等によります。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて11.4％減少し、87億72百万円となりました。

　（流動負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて20.5％減少し、37億13百万円となりました。これは、主として電子記

録債務が59百万円、賞与引当金が81百万円増加し、短期借入金が８億15百万円、未払法人税等が１億95百万円減

少したこと等によります。

　（固定負債）

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて６％減少し、11億22百万円となりました。これは、主として長期借入

金が43百万円減少したこと等によります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて17.5％減少し、48億35百万円となりました。
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　（純資産）

　株主資本は、前連結会計年度末に比べて２％減少し、34億95百万円となりました。これは、主として利益剰余

金が72百万円減少したこと等によります。

　その他の包括利益累計額合計は、前連結会計年度末に比べて5.5％減少し、４億41百万円となりました。これ

は、主としてその他有価証券評価差額金が22百万円減少したこと等によります。

　この結果、純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.4％減少し、39億36百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 現時点においては、2020年５月15日に公表いたしました2021年３月期の業績予想に変更はありません。
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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
(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 1,155,204 1,045,478

受取手形及び売掛金 2,926,433 2,008,069

電子記録債権 610,899 554,269

商品及び製品 170,118 138,093

仕掛品 1,394,472 1,472,598

原材料及び貯蔵品 452,226 470,605

その他 23,528 13,625

流動資産合計 6,732,884 5,702,740

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,906,042 2,905,960

減価償却累計額 △1,503,099 △1,526,907

建物及び構築物（純額） 1,402,942 1,379,053

土地 63,720 63,720

その他 667,341 659,127

減価償却累計額 △475,408 △481,147

その他（純額） 191,932 177,979

有形固定資産合計 1,658,596 1,620,754

無形固定資産 359,401 335,932

投資その他の資産

投資有価証券 1,074,018 1,038,818

その他 75,131 74,267

投資その他の資産合計 1,149,149 1,113,086

固定資産合計 3,167,147 3,069,773

資産合計 9,900,031 8,772,514
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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 1,244,181 1,207,725

電子記録債務 690,958 750,598

短期借入金 2,014,228 1,199,228

未払法人税等 225,909 30,166

賞与引当金 150,900 231,900

役員賞与引当金 30,000 30,000

その他 314,609 263,705

流動負債合計 4,670,786 3,713,324

固定負債

長期借入金 761,275 717,718

繰延税金負債 128,526 101,929

その他 304,237 302,734

固定負債合計 1,194,039 1,122,381

負債合計 5,864,825 4,835,706

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,272 897,272

利益剰余金 1,692,523 1,619,984

自己株式 △70,620 △70,620

株主資本合計 3,567,675 3,495,136

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 463,038 440,158

為替換算調整勘定 4,492 1,512

その他の包括利益累計額合計 467,531 441,670

純資産合計 4,035,206 3,936,807

負債純資産合計 9,900,031 8,772,514
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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 1,668,322 2,140,178

売上原価 1,407,634 1,859,566

売上総利益 260,688 280,612

販売費及び一般管理費 277,267 282,944

営業損失（△） △16,578 △2,332

営業外収益

受取配当金 8,594 8,131

受取補償金 - 4,583

雑収入 4,604 2,673

営業外収益合計 13,199 15,388

営業外費用

支払利息 5,478 5,294

為替差損 1,506 631

雑損失 0 28

営業外費用合計 6,984 5,954

経常利益又は経常損失（△） △10,364 7,101

特別利益

固定資産売却益 80 -

特別利益合計 80 -

特別損失

固定資産除却損 7,866 0

ゴルフ会員権評価損 2,250 -

特別損失合計 10,116 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（△）

△20,400 7,101

法人税、住民税及び事業税 19,468 25,057

法人税等調整額 △20,297 △14,186

法人税等合計 △829 10,870

四半期純損失（△） △19,570 △3,769

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損失（△） △19,570 △3,769
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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（△） △19,570 △3,769

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △94,335 △22,879

為替換算調整勘定 △8,153 △2,980

その他の包括利益合計 △102,489 △25,860

四半期包括利益 △122,060 △29,629

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △122,060 △29,629

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）

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)

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)

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)

電気機器
製造販売事業

不動産
関連事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 1,631,058 37,264 1,668,322 ― 1,668,322

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,631,058 37,264 1,668,322 ― 1,668,322

セグメント利益又は損失(△) 2,886 21,631 24,517 △41,096 △16,578

(注) １. セグメント利益又は損失(△)の調整額△41,096千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

41,096千円が含まれております。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。

２. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

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及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

電気機器
製造販売事業

不動産
関連事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 2,103,452 36,725 2,140,178 ― 2,140,178

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,103,452 36,725 2,140,178 ― 2,140,178

セグメント利益又は損失(△) 20,364 19,009 39,374 △41,706 △2,332

(注) １. セグメント利益又は損失(△)の調整額△41,706千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

41,706千円が含まれております。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。

２. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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