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1. 2021年3月期第1四半期の業績（2020年4月1日～2020年6月30日）

(1) 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 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 666 △55.0 △212 ― △142 ― △141 ―

2020年3月期第1四半期 1,480 22.8 △4 ― △1 ― △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 △55.14 ―

2020年3月期第1四半期 △1.04 ―

(2) 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 8,466 2,605 30.8

2020年3月期 8,838 2,741 31.0

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 2,605百万円 2020年3月期 2,741百万円

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

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） ― ― 5.00 5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

3. 2021年 3月期の業績予想（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 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) 1,850 △39.5 △350 ― △260 ― △260 ― △101.06

通期 4,700 △27.1 △450 ― △370 ― △370 ― △143.82

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 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

(3) 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 2,632,960 株 2020年3月期 2,632,960 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 60,305 株 2020年3月期 60,305 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 2,572,655 株 2020年3月期1Q 2,572,655 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添付資料３ペー
ジ「(3)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拡大による緊急事態宣言が発令され外出

自粛及び休業要請等の影響により、生産・輸出をはじめ各景気指標が総じて悪化し経済活動が停滞しました。新型

コロナウイルス感染症の影響は続いており、先行き不透明な状況にあります。

当社の売上高に大きな影響を与える㈱ＳＵＢＡＲＵの世界生産台数は、前年同月比４月が83.4％減、同５月が

82.2％減、同６月が25.3％減と大幅な減産が続いております。

このような経済環境の中で当第１四半期累計期間の売上高は666百万円(前年同期比55.0％減)となりました。

損益面につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大幅に減少し、人件費・減価償却費等の

固定費を吸収しきれず営業損失は212百万円(前年同期は営業損失４百万円)となりました。

営業外収益は受取配当金４百万円、受取賃貸料10百万円、助成金収入65百万円等により84百万円、営業外費用は

支払利息12百万円等により14百万円を計上し、経常損失は142百万円(前年同期は経常損失１百万円)となりました。

また、特別利益は固定資産売却益１百万円、特別損失は固定資産除却損０百万円を計上しました。その結果、四半

期純損失は141百万円(前年同期は四半期純損失２百万円)となりました。

セグメント別の業績については、次のとおりであります。

①自動車用部品

当セグメントの売上高は、ＳＵＢＡＲＵ社の新型コロナウイルス感染症の拡大による操業停止や生産調整等によ

り受注が減少し593百万円(前年同期比57.3％減)となりました。損益面につきましては、売上が大幅に減少したこと

からセグメント損失(経常損失)は146百万円(前年同期はセグメント損失(経常損失)９百万円)となりました。

②自社製品

当セグメントの売上高は、66百万円(前年同期比14.0％減)となりました。電子機器製品が６百万円増加し、照明

機器製品は事業撤退したことにより17百万円減少しました。損益面につきましては、売上が増加したものの労務

費・人件費が増加したことによりセグメント損失(経常損失)は３百万円(前年同期はセグメント利益(経常利益)０百

万円)となりました。

③賃貸不動産

賃貸不動産のセグメント利益(経常利益)は７百万円(前年同期比1.1％増)となりました。なお、収益及び費用は営

業外に計上しています。

④その他

駐輪設備の売上高は７百万円(前年同期比46.4％減)となりました。売上の減少は公共施設等大型案件の受注減が

主な要因です。セグメント損失(経常損失)は０百万円(前年同期はセグメント損失(経常損失)０百万円)となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における総資産は、前期末比372百万円減少し8,466百万円となりました。

　・資産

流動資産は、現金及び預金が121百万円、棚卸資産が10百万円、その他のうち未収入金が47百万円増加し、受取手

形及び売掛金が369百万円、電子記録債権が342百万円減少したこと等から528百万円減少し2,857百万円となりまし

た。

固定資産は、機械及び装置が31百万円、リース資産が50百万円、建設仮勘定が16百万円増加したこと等から有形

固定資産は110百万円増加し4,821百万円となり、また、投資有価証券が47百万円増加したこと等から投資その他の

資産は46百万円増加し781百万円となりました。その結果、固定資産全体では156百万円増加し5,609百万円となりま

した。

　・負債

流動負債は、短期借入金が56百万円、その他のうち預り金が15百万円増加し、支払手形及び買掛金が183百万円、

未払金が177百万円、未払法人税等が27百万円、賞与引当金が57百万円、その他のうち未払消費税等が94百万円減少

したこと等から457百万円減少し2,871百万円となりました。

固定負債は、長期借入金が167百万円、その他のうちリース債務が48百万円増加したこと等から221百万円増加し

2,989百万円となりました。その結果、負債全体では236百万円減少し5,860百万円となりました。
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　・純資産

純資産は、その他有価証券評価差額金が31百万円増加し、利益剰余金が167百万円減少したことから135百万円減

少し、その結果、純資産額は2,605百万円となりました。これにより自己資本比率は30.8％となりました。

（３）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(累計)及び2021年３月期通期業績予想並びに配当予想につきましては、本日公表の「業

績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご覧ください。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,501,258 1,622,689

受取手形及び売掛金 814,575 444,722

電子記録債権 674,924 332,403

製品 91,747 103,109

仕掛品 33,255 29,737

原材料及び貯蔵品 189,492 192,262

その他 81,204 132,408

貸倒引当金 △620 △290

流動資産合計 3,385,839 2,857,042

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,586,620 1,595,892

構築物（純額） 57,603 55,693

機械及び装置（純額） 439,504 470,628

車両運搬具（純額） 6,883 6,269

工具、器具及び備品（純額） 124,621 130,639

土地 1,657,869 1,657,869

リース資産（純額） 638,784 689,179

建設仮勘定 198,590 215,073

有形固定資産合計 4,710,479 4,821,245

無形固定資産

ソフトウエア 1,194 1,456

リース資産 5,640 5,280

無形固定資産合計 6,834 6,736

投資その他の資産

投資有価証券 654,131 701,820

その他 85,409 83,761

貸倒引当金 △4,030 △4,020

投資その他の資産合計 735,510 781,562

固定資産合計 5,452,825 5,609,544

資産合計 8,838,664 8,466,587
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 354,664 171,617

短期借入金 1,526,641 1,583,441

未払金 901,831 724,596

未払法人税等 28,401 1,219

賞与引当金 65,000 8,000

その他 452,778 382,796

流動負債合計 3,329,317 2,871,671

固定負債

長期借入金 1,610,221 1,777,390

退職給付引当金 76,656 70,931

資産除去債務 50,573 50,590

その他 1,030,434 1,090,241

固定負債合計 2,767,885 2,989,154

負債合計 6,097,203 5,860,825

純資産の部

株主資本

資本金 658,240 658,240

資本剰余金 211,245 211,245

利益剰余金 720,951 553,357

自己株式 △31,722 △31,722

株主資本合計 1,558,713 1,391,120

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 209,163 241,057

土地再評価差額金 973,583 973,583

評価・換算差額等合計 1,182,746 1,214,641

純資産合計 2,741,460 2,605,761

負債純資産合計 8,838,664 8,466,587
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 1,480,788 666,826

売上原価 1,346,883 778,539

売上総利益又は売上総損失（△） 133,904 △111,712

販売費及び一般管理費 138,332 100,917

営業損失（△） △4,428 △212,629

営業外収益

受取利息 65 53

受取配当金 6,625 4,489

受取賃貸料 10,958 10,918

助成金収入 - 65,780

その他 1,245 3,290

営業外収益合計 18,894 84,530

営業外費用

支払利息 13,332 12,024

その他 2,873 2,847

営業外費用合計 16,206 14,872

経常損失（△） △1,739 △142,971

特別利益

固定資産売却益 - 1,471

特別利益合計 - 1,471

特別損失

固定資産除却損 796 240

特別損失合計 796 240

税引前四半期純損失（△） △2,536 △141,739

法人税、住民税及び事業税 132 132

法人税等調整額 △4 △4

法人税等合計 127 127

四半期純損失（△） △2,663 △141,867
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（３）四半期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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