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1. 2020年12月期第2四半期の連結業績（2020年1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 ％

2020年12月期第2四半期 6,687 △7.6 412 △42.8 453 △41.8 296 △45.6

2019年12月期第2四半期 7,234 △11.1 721 △8.8 778 △4.6 545 △6.0

（注）包括利益 2020年12月期第2四半期　　125百万円 （△73.7％） 2019年12月期第2四半期　　475百万円 （△2.3％）

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

2020年12月期第2四半期 10.73 ―

2019年12月期第2四半期 19.72 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年12月期第2四半期 23,265 16,138 69.0 580.89

2019年12月期 23,935 16,345 67.9 587.93

（参考）自己資本 2020年12月期第2四半期 16,045百万円 2019年12月期 16,257百万円

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

2019年12月期 ― ― ― 12.00 12.00

2020年12月期 ― ―

2020年12月期（予想） ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2020年12月期の配当予想は未定とさせていただきます。業績予想の算定が可能となり次第、併せて開示いたします。

3. 2020年12月期の連結業績予想（2020年 1月 1日～2020年12月31日）

　2020年12月期の連結業績予想につきましては、現時点において合理的に算定することが困難であると判断し、引き続き未定とさせていただきます。今後
合理的な算定が可能となりました時点で速やかにお知らせいたします。

（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

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） 2020年12月期2Q 28,058,800 株 2019年12月期 28,058,800 株

② 期末自己株式数 2020年12月期2Q 436,769 株 2019年12月期 406,769 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期2Q 27,634,888 株 2019年12月期2Q 27,652,031 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)

　業績予想につきましては、現時点で入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって上記予想と異なる場合がありま
す。業績に関する事項につきましては、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性情報(3)連結業績予想などの将来予想情報に関する説明」をご参
照ください。

(決算補足説明資料の入手方法について)

　当社は、2020年９月４日(金)に機関投資家およびアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料は、開催後速やかに当社
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２四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急拡大に伴う緊急事態宣言およ

び休業要請等により経済活動が制限されたことから、世界規模で企業業績が悪化し、景気の減速が鮮明となってお

り、当社ユーザーにおいても先行きの不透明感から設備投資が一段と慎重な状況となっております。

　緊急事態宣言が解除された後の経済活動は部分的な再開にとどまり、当社の営業活動への影響は依然継続してお

り、コロナ禍以前の水準へは相当期間を要すると懸念されます。

当第２四半期連結累計期間における受注高は、景気低迷による全般的な投資の抑制等に伴い、6,906百万円と前年

同期に比べ12.7％の減少となりました。また、売上高も設置型車両重量計や高速鉄道向け台車温度検知装置などの

増収要因があったものの、汎用品の需要が低調であったことから6,687百万円と前年同期に比べ7.6％の減収となり

ました。

　利益につきましては、販売費及び一般管理費が減少したものの、売上高の減収および汎用品販売減に伴い原価率

が上昇した結果、営業利益は412百万円と前年同期に比べ42.8％の減益となりました。また、経常利益は453百万円

と前年同期に比べ41.8％、親会社株主に帰属する四半期純利益は296百万円と前年同期に比べ45.6％とそれぞれ減益

となりました。

セグメント別の状況は、次のとおりであります。

　①計測機器セグメント

　汎用品は全般的な需要低迷により、センサ関連機器の売上高は1,972百万円と前年同期に比べ14.5％、測定器関連

機器の売上高は762百万円と前年同期に比べ25.8％の減収となりました。

　特注品関連機器(特定顧客向け製品)は、高速道路向け設置型車両重量計の大型竣工案件等により、売上高は921百

万円と前年同期に比べ5.6％の増収となりました。

　システム製品関連機器は、自動車向け衝突試験装置や高速鉄道向け台車温度検知装置等が堅調に推移し、売上高

は1,201百万円と前年同期に比べ14.1％の増収となりました。

　保守・修理部門は機器修理が低調に推移し、売上高は512百万円と前年同期に比べ2.1％の減収となりました。

　以上その他を含め、計測機器セグメントは、売上高が6,160百万円と前年同期に比べ7.3％の減収となりました。

また、セグメント利益（売上総利益）は2,330百万円と前年同期に比べ13.8％の減益となりました。

②コンサルティングセグメント

　コンサルティングセグメントは計測業務が低調に推移し、売上高は527百万円と前年同期に比べ10.2％の減収とな

りました。また、セグメント利益（売上総利益）は162百万円と前年同期に比べ23.6％の減益となりました。

　a.セグメント別受注状況

(単位：千円)

項目

前第２四半期連結累計期間
自 2019年１月１日
至 2019年６月30日

当第２四半期連結累計期間
自 2020年１月１日
至 2020年６月30日

比較増減

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

計測機器 7,233,830 4,661,974 6,336,088 3,640,291 △897,742 △1,021,683

コンサルティング 674,068 437,625 570,776 351,802 △103,292 △85,823

合計 7,907,898 5,099,599 6,906,864 3,992,093 △1,001,034 △1,107,506

　(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　b.セグメント別売上状況

(単位：千円)

項目

前第２四半期連結累計期間
自 2019年１月１日
至 2019年６月30日

当第２四半期連結累計期間
自 2020年１月１日
至 2020年６月30日

比較増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

計測機器 6,647,466 91.9％ 6,160,766 92.1％ △486,700 △7.3％

コンサルティング 587,134 8.1％ 527,010 7.9％ △60,123 △10.2％

合計 7,234,600 100.0％ 6,687,776 100.0％ △546,824 △7.6％

　(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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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(資産の部)

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は23,265百万円となり、前連結会計年度末に比べ670百万円の減少となり

ました。

流動資産は15,373百万円となり、前連結会計年度末に比べ883百万円の減少となりました。その主な要因は、現金

及び預金が229百万円、たな卸資産が449百万円それぞれ増加した一方で、受取手形及び売掛金が1,679百万円減少し

たことによるものであります。

固定資産は7,892百万円となり、前連結会計年度末に比べ213百万円の増加となりました。その主な要因は、有形

固定資産が206百万円増加したことによるものであります。

(負債の部)

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は7,127百万円となり、前連結会計年度末に比べ463百万円の減少となり

ました。

流動負債は5,006百万円となり、前連結会計年度末に比べ470百万円の減少となりました。その主な要因は、流動

負債のその他に含まれる前受金が149百万円増加した一方で、流動負債のその他に含まれる未払消費税等が200百万

円、未払費用が166百万円、未払金が117百万円それぞれ減少したことによるものであります。

固定負債は2,120百万円となり、前連結会計年度末に比べ7百万円の増加となりました。その主な要因は、退職給

付に係る負債が39百万円、固定負債のその他に含まれる繰延税金負債が67百万円それぞれ増加した一方で、長期借

入金が112百万円減少したことによるものであります。

(純資産の部)

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は16,138百万円となり、前連結会計年度末に比べ206百万円の減少とな

りました。その主な要因は、利益剰余金が配当により331百万円減少しましたが、親会社株主に帰属する四半期純利

益の増加296百万円により、差し引きで35百万円、その他有価証券評価差額金が150百万円それぞれ減少したことに

よるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益469百万円、減価償却費320百万

円、売上債権の減少1,677百万円等の資金流入に対し、たな卸資産の増加452百万円、法人税等の支払216百万円等の

資金流出があり、全体では1,444百万円の資金流入（前年同四半期は927百万円の資金流入）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得576百万円等の資金流出があり、全体で

は594百万円の資金流出（前年同四半期は285百万円の資金流出）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入金の返済123百万円、配当金の支払329百万円等に

より、全体では467百万円の資金流出（前年同四半期は461百万円の資金流出）となりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比べ364百万円増加

し、6,508百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想及び配当予想につきましては、第２四半期連結累計期間における業績等をふまえ、2020年２月７日の決算

短信で公表いたしました2020年12月期通期業績予想を修正しております。詳細は2020年８月５日公表の「業績予想お

よび配当予想の修正に関するお知らせ」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
(2019年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,304,297 6,533,855

受取手形及び売掛金 5,876,981 4,197,674

有価証券 200,000 300,000

商品及び製品 1,025,121 1,140,535

仕掛品 1,315,869 1,498,399

未成工事支出金 47,744 44,505

原材料及び貯蔵品 1,349,319 1,504,560

その他 142,914 158,528

貸倒引当金 △5,630 △4,945

流動資産合計 16,256,617 15,373,113

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,365,364 2,342,203

その他（純額） 2,602,068 2,831,512

有形固定資産合計 4,967,432 5,173,716

無形固定資産 135,330 131,975

投資その他の資産

その他 2,576,728 2,587,015

貸倒引当金 △145 △144

投資その他の資産合計 2,576,582 2,586,871

固定資産合計 7,679,345 7,892,562

資産合計 23,935,963 23,265,676

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,637,782 1,639,141

短期借入金 1,600,000 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 240,200 229,150

未払法人税等 202,860 127,926

賞与引当金 181,434 174,795

役員賞与引当金 30,850 2,888

その他 1,583,712 1,232,372

流動負債合計 5,476,839 5,006,274

固定負債

長期借入金 212,400 100,000

役員退職慰労引当金 131,000 141,202

執行役員退職慰労引当金 20,770 17,926

退職給付に係る負債 1,663,493 1,702,708

資産除去債務 13,414 13,548

その他 72,886 145,612

固定負債合計 2,113,964 2,120,998

負債合計 7,590,803 7,127,272
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,723,992 1,723,992

資本剰余金 1,854,080 1,854,080

利益剰余金 12,106,697 12,071,350

自己株式 △158,559 △158,559

株主資本合計 15,526,211 15,490,863

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 521,803 371,460

為替換算調整勘定 49,166 37,119

退職給付に係る調整累計額 160,361 145,782

その他の包括利益累計額合計 731,331 554,361

非支配株主持分 87,615 93,178

純資産合計 16,345,159 16,138,403

負債純資産合計 23,935,963 23,265,676
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 7,234,600 6,687,776

売上原価 4,317,597 4,194,465

売上総利益 2,917,003 2,493,311

販売費及び一般管理費 2,195,933 2,081,198

営業利益 721,070 412,112

営業外収益

受取利息 3,695 3,327

受取配当金 25,392 29,504

その他 50,879 27,355

営業外収益合計 79,967 60,187

営業外費用

支払利息 7,896 6,217

為替差損 9,981 8,198

その他 4,577 4,501

営業外費用合計 22,454 18,916

経常利益 778,582 453,383

特別利益

固定資産受贈益 － 16,525

特別利益合計 － 16,525

税金等調整前四半期純利益 778,582 469,909

法人税、住民税及び事業税 176,246 145,288

法人税等調整額 54,699 19,355

法人税等合計 230,946 164,644

四半期純利益 547,636 305,264

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,268 8,787

親会社株主に帰属する四半期純利益 545,368 296,477

決算短信（宝印刷） 2020年08月03日 10時29分 6ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社共和電業(6853) 2020年12月期 第２四半期決算短信

7

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益 547,636 305,264

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △52,629 △150,343

為替換算調整勘定 △9,328 △15,272

退職給付に係る調整額 △10,164 △14,579

その他の包括利益合計 △72,121 △180,195

四半期包括利益 475,514 125,069

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 471,131 119,506

非支配株主に係る四半期包括利益 4,383 5,562
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 778,582 469,909

減価償却費 312,082 320,707

固定資産受贈益 － △16,525

貸倒引当金の増減額（△は減少） 224 △686

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △53,373 19,092

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △54,469 △59,963

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,252 △6,639

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,054 △27,962

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △178 △2,843

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,102 10,202

受取利息及び受取配当金 △29,087 △32,831

支払利息 7,896 6,217

売上債権の増減額（△は増加） 846,160 1,677,080

たな卸資産の増減額（△は増加） △459,933 △452,007

仕入債務の増減額（△は減少） 89,819 1,965

その他 △313,150 △271,158

小計 1,146,871 1,634,558

利息及び配当金の受取額 29,065 32,791

利息の支払額 △8,206 △6,143

法人税等の支払額 △239,932 △216,330

営業活動によるキャッシュ・フロー 927,798 1,444,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 118,844 35,000

投資有価証券の取得による支出 △9,730 －

有形固定資産の取得による支出 △365,618 △576,374

無形固定資産の取得による支出 △25,953 △6,295

その他 △2,935 △46,487

投資活動によるキャッシュ・フロー △285,394 △594,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 250,000 －

長期借入金の返済による支出 △370,100 △123,450

配当金の支払額 △329,472 △329,647

その他 △12,376 △14,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △461,949 △467,330

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,542 △18,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 153,913 364,558

現金及び現金同等物の期首残高 6,045,070 6,144,297

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,198,984 6,508,855
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（４）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）

前第２四半期連結累計期間(自 2019年１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)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額計測機器

コンサル
ティング

計

売上高

外部顧客への売上高 6,647,466 587,134 7,234,600 ― 7,234,600

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,647,466 587,134 7,234,600 ― 7,234,600

セグメント利益 2,704,011 212,991 2,917,003 ― 2,917,003

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の売上総利益の金額と一致しております。

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。

当第２四半期連結累計期間(自 2020年１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)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額計測機器

コンサル
ティング

計

売上高

外部顧客への売上高 6,160,766 527,010 6,687,776 ― 6,687,776

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,160,766 527,010 6,687,776 ― 6,687,776

セグメント利益 2,330,491 162,819 2,493,311 ― 2,493,311

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の売上総利益の金額と一致しております。

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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