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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 1,820 △10.5 △65 ― △33 ― △23 ―

2020年3月期第1四半期 2,035 9.1 △53 ― △16 ― △21 ―

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　△73百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期　　△2百万円 （―％）

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 △5.58 ―

2020年3月期第1四半期 △5.03 ―

(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 10,333 5,595 53.1

2020年3月期 10,708 5,720 52.4

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 5,492百万円 2020年3月期 5,611百万円

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 ― 12.00 ― 12.00 24.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） 12.00 ― 12.00 24.00

（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、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 8,242 △10.1 △40 ― 16 △94.5 31 △84.5 7.49

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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 ： 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 4,694,475 株 2020年3月期 4,694,475 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 458,170 株 2020年3月期 458,170 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 4,236,305 株 2020年3月期1Q 4,226,926 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（2020年４月１日～2020年６月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、国内消費の急減速や輸出の減少など経済活動が大幅に停滞したことか

ら極めて厳しい状況となりました。緊急事態宣言の解除後は、足下では経済活動が再開されつつありますが、新型

コロナウイルス感染症流行の第２波の懸念もあり、予断を許さない状況で推移しております。

　当社グループの主な関連業界である電気機器業界におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

サプライチェーンの混乱が一部で生じたほか、先行きの不透明感を背景とした設備投資需要の減少は、事業活動の

大きな制約要因となりました。

　このような状況のもと、当社グループは、テレワークの導入や対面営業から新しい営業スタイルへの転換、コア

技術製品の競争力強化や次世代に繋がる技術・製品開発、時間当たりの生産性に対する意識向上を図るなどアフタ

ーコロナを見据えた活動を推進してまいりました。

当第１四半期連結累計期間の経営成績につきましては前年同四半期に比べ、エンジニアリング部門の売上が増加

したものの、機器部門、変圧器部門、デバイスソリューション部門の売上が減少したことにより、売上高は減収と

なりました。利益面では、設備投資需要が減少したことに伴う売上高の減収などにより、減益となりました。以上

の結果、売上高は1,820百万円（前年同四半期比10.5％減）、営業損失は65百万円(前年同四半期は営業損失53百万

円)、経常損失は33百万円(前年同四半期は経常損失16百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は23百万円(前

年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失21百万円)となりました。

なお為替レートは、中国人民元が15.16円（前年同四半期は16.48円）、タイバーツが3.31円（前年同四半期は

3.49円）と、前年同四半期に比べ、中国人民元は1.32円安、タイバーツは0.18円安で推移いたしました。

各セグメントの経営成績は、以下のとおりであります。

① 国内制御装置関連事業（当社、東洋電機ファシリティーサービス株式会社、東洋板金製造株式会社）

エンジニアリング部門につきましては、受注から納品までのリードタイムが長期間であることに加え、巣ごもり

需要の拡大に伴う物流関連市場の設備投資需要の増加により、当部門の売上高は524百万円（前年同四半期比26.2％

増）となりました。

機器部門につきましては、新製品の市場投入遅延に伴う市場競争力の低下などにより、当部門の売上高は400百万

円（前年同四半期比10.1％減）となりました。

変圧器部門につきましては、受配電関連市場における施工の中断や遅延に伴う受注の減少により、当部門の売上

高は442百万円（前年同四半期比23.8％減）となりました。

デバイスソリューション部門につきましては、営業活動の自粛に伴うシステム提案不足を背景とした受注の減少

などにより、当部門の売上高は193百万円（前年同四半期比18.8％減）となりました。

以上の結果、国内制御装置関連事業の売上高は1,561百万円（前年同四半期比7.1％減）となり、セグメント損失

は16百万円（前年同四半期はセグメント損失５百万円）となりました。

② 海外制御装置関連事業（南京華洋電気有限公司、Thai Toyo Electric Co.,Ltd.）

海外制御装置関連事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経済活動が大幅に停滞したこと

などにより、売上高は116百万円（前年同四半期比12.4％減）となりました。利益面では、売上の減少により、セグ

メント損失は６百万円（前年同四半期はセグメント損失９百万円）となりました。

③ 樹脂関連事業（東洋樹脂株式会社）

樹脂関連事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う自動車部品関連向けの需要が低迷したこと

などにより、売上高は142百万円（前年同四半期比35.7％減）となりました。利益面では、売上高の減少や高付加価

値製品の生産委託量の減少などにより、セグメント損失は18百万円（前年同四半期はセグメント利益７百万円）と

なりました。
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（セグメント別売上高：参考値） （単位：百万円未満切捨）

区分

2020年３月期
第１四半期

2021年３月期
第１四半期

比較増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

国内制御装置関連事業
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

1,680 82.6 1,561 85.8 △118 △7.1

エンジニアリング部門 415 20.4 524 28.8 108 26.2

機器部門 445 21.9 400 22.0 △44 △10.1

変圧器部門 580 28.6 442 24.4 △138 △23.8

デバイスソリューショ
ン部門

238 11.7 193 10.6 △44 △18.8

海外制御装置関連事業 133 6.5 116 6.4 △16 △12.4

樹脂関連事業 221 10.9 142 7.8 △79 △35.7

合計 2,035 100.0 1,820 100.0 △214 △10.5

（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総資産は、前連結会計年度末に比べ375百万円減少し、10,333百万円となりまし

た。

流動資産は、319百万円減少の6,824百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少542百万円、

電子記録債権の増加59百万円、仕掛品の増加117百万円などによるものであります。

固定資産は、55百万円減少の3,509百万円となりました。これは主に、有形固定資産の減少47百万円などによる

ものであります。

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ250百万円減少し、4,738百万円となりまし

た。

流動負債は、171百万円減少の3,240百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少63百万円、

電子記録債務の減少90百万円、未払法人税等の減少77百万円などによるものであります。

固定負債は、78百万円減少の1,497百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加85百万円、長期未払金

の減少137百万円などによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ124百万円減少し、5,595百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金の減少74百万円、為替換算調整勘定の減少46百万円など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

　2021年３月期通期連結業績予想につきましては、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大ペースや終息時期が

見通せないことから未定としておりました。緊急事態宣言の解除後は足下では経済活動が再開されつつあるもの

の、第２波の懸念もあり確度の高い業績予想を算出することが困難な状況であるため、通期予想のみとしており

ます。

　詳細につきましては、本日(2020年８月６日)公表いたしました「業績予想に関するお知らせ」をご参照くださ

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 2,067,226 2,094,626

受取手形及び売掛金 2,948,804 2,405,830

電子記録債権 899,679 959,178

商品及び製品 224,762 178,423

仕掛品 487,103 604,313

原材料及び貯蔵品 459,091 494,624

その他 57,140 87,403

貸倒引当金 △441 △381

流動資産合計 7,143,367 6,824,019

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 794,342 770,291

土地 1,214,787 1,204,970

その他（純額） 254,715 241,306

有形固定資産合計 2,263,845 2,216,567

無形固定資産

リース資産 122,914 113,459

土地使用権 173,420 167,338

その他 56,543 53,776

無形固定資産合計 352,877 334,574

投資その他の資産

投資有価証券 298,205 300,730

繰延税金資産 343,859 356,489

その他 306,771 301,518

貸倒引当金 △300 △300

投資その他の資産合計 948,536 958,438

固定資産合計 3,565,259 3,509,580

資産合計 10,708,627 10,333,599
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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 828,217 764,974

電子記録債務 405,953 315,343

短期借入金 1,425,194 1,450,762

未払法人税等 82,787 4,948

賞与引当金 187,645 45,621

製品補償引当金 18,854 38,854

その他 463,817 620,296

流動負債合計 3,412,470 3,240,800

固定負債

長期借入金 527,560 613,507

長期未払金 299,456 161,582

役員退職慰労引当金 27,663 28,649

退職給付に係る負債 544,972 526,405

その他 176,409 167,146

固定負債合計 1,576,061 1,497,291

負債合計 4,988,532 4,738,092

純資産の部

株主資本

資本金 1,037,085 1,037,085

資本剰余金 869,465 869,465

利益剰余金 3,814,687 3,740,193

自己株式 △263,067 △263,067

株主資本合計 5,458,170 5,383,676

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 48,089 49,740

為替換算調整勘定 105,062 58,788

その他の包括利益累計額合計 153,151 108,529

非支配株主持分 108,772 103,301

純資産合計 5,720,094 5,595,507

負債純資産合計 10,708,627 10,333,599
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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 2,035,187 1,820,690

売上原価 1,510,994 1,333,178

売上総利益 524,193 487,512

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 44,163 34,858

給料手当及び賞与 165,342 159,611

賞与引当金繰入額 20,728 16,488

退職給付費用 8,354 7,950

役員退職慰労引当金繰入額 1,326 986

福利厚生費 60,423 49,967

旅費及び交通費 25,095 8,192

減価償却費 18,061 18,500

賃借料 14,791 15,517

製品補償引当金繰入額 － 20,000

技術研究費 23,587 26,383

その他 195,542 194,436

販売費及び一般管理費合計 577,416 552,893

営業損失（△） △53,223 △65,381

営業外収益

受取利息 310 13

受取配当金 21,616 21,382

受取賃貸料 10,682 7,637

助成金収入 4,844 5,332

雑収入 10,982 6,298

営業外収益合計 48,434 40,664

営業外費用

支払利息 5,207 4,237

不動産賃貸原価 4,465 4,064

雑損失 1,977 501

営業外費用合計 11,649 8,803

経常損失（△） △16,438 △33,520

特別損失

固定資産除却損 － 10

特別損失合計 － 10

税金等調整前四半期純損失（△） △16,438 △33,531

法人税、住民税及び事業税 17,320 6,012

法人税等調整額 △11,074 △13,354

法人税等合計 6,246 △7,341

四半期純損失（△） △22,685 △26,189

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,415 △2,531

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △21,269 △23,657
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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（△） △22,685 △26,189

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,028 1,651

為替換算調整勘定 27,941 △49,213

その他の包括利益合計 19,912 △47,562

四半期包括利益 △2,772 △73,752

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,793 △68,280

非支配株主に係る四半期包括利益 2,021 △5,471
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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）

（新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響による仮定及

び会計上の見積りについて、重要な変更はありません。
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