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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 8,247 △41.5 △1,064 ― △862 ― △589 ―

2020年３月期第１四半期 14,087 △1.8 404 △25.0 837 △27.4 546 △27.4
(注)包括利益 2021年３月期第１四半期 △705百万円( ―％) 2020年３月期第１四半期 1,100百万円( ―％)

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 △26.80 ―

2020年３月期第１四半期 24.81 ―

（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 67,408 43,575 59.3

2020年３月期 72,067 45,062 56.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 39,995百万円 2020年３月期 40,950百万円

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 ― 19.00 ― 21.00 40.00

2021年３月期 ―

2021年３月期(予想) 17.00 ― 21.00 38.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

2020年３月期第２四半期末配当金の内訳 普通配当 17円00銭 記念配当 2円00銭

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) 19,800 △31.2 △1,250 ― △1,000 ― △900 ― △40.89

通期 48,300 △15.5 200 △92.9 1,100 △74.4 150 △93.5 6.82
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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 ： 有
　

　

（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 23,611,200株 2020年３月期 23,611,200株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 1,603,717株 2020年３月期 1,603,031株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 22,007,809株 2020年３月期１Ｑ 22,010,156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２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感染症拡大の影響により、経済活動は大

きく停滞し、企業収益や個人消費の低迷が続く状況となりました。

このような状況のもと、当社グループは、徹底した感染症拡大防止策を講じながら、中期経営計画に基づく施策

を推進し、売上規模の確保・拡大と収益基盤の強化に努めてまいりました。

しかしながら、国内外での急激な需要減少に加え、感染症拡大防止のための一時的な工場稼働停止等による自動

車製品関連事業の減収幅が大きく、当第１四半期連結累計期間における売上高は、82億４千７百万円（前年同期比

41.5％減）となりました。

損益面につきましては、グループ全社で事業活動を見直し、原価低減活動・経費低減策に積極的かつ継続的に取

り組んだものの、売上高の減少を補えず、営業損失は10億６千４百万円（前年同期は営業利益４億４百万円）、経

常損失は８億６千２百万円（前年同期は経常利益８億３千７百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は５億

８千９百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益５億４千６百万円）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

[ 塗料関連事業 ]

国内需要の低迷に加え、感染症拡大防止のための営業活動の自粛や工事の一時中止・工期変更等の影響を受け、

当セグメントの売上高は30億円（前年同期比17.2％減）となりました。

一方、損益面では、原価低減や販売費減少の影響から、前年同期比で赤字幅が縮小し、セグメント損失は２千

８百万円（前年同期はセグメント損失４千５百万円）となりました。

[ 自動車製品関連事業 ]

主要顧客である自動車メーカーの生産台数減少に加え、中国・武漢市にあります連結子会社が感染症拡大防止

のために一時的な工場稼働停止を行ったこと等から、受注・生産が大幅に減少し、当セグメントの売上高は52億

４千４百万円（前年同期比49.9％減）となりました。

損益面では、売上高減少の影響が大きく、セグメント損失は10億３千８百万円（前年同期はセグメント利益４

億４千８百万円）となりました。

[ その他 ]

保険代理業の売上高は３百万円（前年同期比3.8％増）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資産合計は、前連結会計年度末に比べ46億５千９百万円減少し、674億８百

万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少10億８千３百万円、受取手形及び売掛金の減少32億２千４百

万円、電子記録債権の減少９億６千１百万円、有形固定資産の増加３億４千５百万円、投資有価証券の増加５億９

千１百万円によるものです。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ31億７千１百万円減少し、238億３千３百万円となりました。主な要因は、

支払手形及び買掛金の減少19億９千６百万円、電子記録債務の減少６億４千７百万円によるものです。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ14億８千７百万円減少し、435億７千５百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金の減少10億５千３百万円、その他有価証券評価差額金の増加４億８千１百万円、為替換算調整勘定

の減少３億８千７百万円、非支配株主持分の減少５億３千３百万円によるものです。この結果、自己資本比率は2.5

％増加し59.3％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

2021年３月期の連結業績予想及び配当予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を適正か

つ合理的に算定することが困難であることから未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報に基づき算定い

たしました。

詳細につきましては、本日公表の「2021年３月期業績予想及び配当予想、並びに中期経営計画の業績目標修正に

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：百万円)

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 7,982 6,898

受取手形及び売掛金 10,320 7,095

電子記録債権 3,204 2,243

商品及び製品 1,414 1,394

仕掛品 404 385

原材料及び貯蔵品 1,240 1,171

その他 1,219 1,075

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 25,780 20,261

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,280 9,070

機械装置及び運搬具（純額） 9,120 9,326

土地 4,710 4,710

建設仮勘定 2,489 1,868

その他（純額） 1,734 1,704

有形固定資産合計 26,334 26,679

無形固定資産

その他 1,275 1,188

無形固定資産合計 1,275 1,188

投資その他の資産

投資有価証券 16,627 17,219

長期貸付金 289 290

繰延税金資産 148 191

その他 1,657 1,625

貸倒引当金 △45 △47

投資その他の資産合計 18,677 19,279

固定資産合計 46,287 47,147

資産合計 72,067 67,408
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(単位：百万円)

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 7,193 5,197

電子記録債務 3,392 2,744

短期借入金 1,793 2,626

リース債務 34 24

未払法人税等 405 76

役員賞与引当金 99 -

その他 4,728 4,262

流動負債合計 17,647 14,932

固定負債

長期借入金 5,089 4,704

リース債務 25 19

退職給付に係る負債 3,907 3,882

繰延税金負債 252 211

その他 82 83

固定負債合計 9,358 8,901

負債合計 27,005 23,833

純資産の部

株主資本

資本金 4,753 4,753

資本剰余金 4,237 4,237

利益剰余金 29,602 28,549

自己株式 △748 △748

株主資本合計 37,845 36,791

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,333 3,814

為替換算調整勘定 △185 △572

退職給付に係る調整累計額 △43 △37

その他の包括利益累計額合計 3,104 3,204

非支配株主持分 4,112 3,579

純資産合計 45,062 43,575

負債純資産合計 72,067 67,408
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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：百万円)
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 14,087 8,247

売上原価 11,261 7,315

売上総利益 2,825 932

販売費及び一般管理費 2,420 1,996

営業利益又は営業損失（△） 404 △1,064

営業外収益

受取配当金 127 100

持分法による投資利益 364 83

その他 56 58

営業外収益合計 548 241

営業外費用

支払利息 21 13

為替差損 83 21

その他 10 4

営業外費用合計 115 39

経常利益又は経常損失（△） 837 △862

特別利益

固定資産売却益 - 7

投資有価証券売却益 60 -

特別利益合計 60 7

特別損失

固定資産処分損 2 15

特別損失合計 2 15

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（△）

895 △870

法人税等 189 △258

四半期純利益又は四半期純損失（△） 706 △612

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

160 △22

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（△）

546 △589
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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：百万円)
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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 706 △612

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 201 479

為替換算調整勘定 109 △368

退職給付に係る調整額 2 6

持分法適用会社に対する持分相当額 80 △209

その他の包括利益合計 393 △93

四半期包括利益 1,100 △705

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 885 △489

非支配株主に係る四半期包括利益 215 △216
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

（セグメント情報等）

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：百万円)

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3

塗料関連
自動車
製品関連

計

売上高

外部顧客への売上高 3,623 10,460 14,083 3 14,087 ― 14,087

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 ― 0 ― 0 △0 ―

計 3,624 10,460 14,084 3 14,088 △0 14,087

セグメント利益又は損失(△) △45 448 402 1 404 ― 404

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業であります。

２ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

３ 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利益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。

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：百万円)

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3

塗料関連
自動車
製品関連

計

売上高

外部顧客への売上高 3,000 5,244 8,244 3 8,247 ― 8,247

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 ― 0 ― 0 △0 ―

計 3,000 5,244 8,245 3 8,248 △0 8,247

セグメント利益又は損失(△) △28 △1,038 △1,066 2 △1,064 ― △1,064

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業であります。

２ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

３ 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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