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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 1,606 △22.4 △223 － △170 － △218 －

2020年３月期第１四半期 2,071 2.2 △30 － △16 － △80 －
(注)包括利益 2021年３月期第１四半期 △198百万円( －％) 2020年３月期第１四半期 △116百万円( －％)

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 △234.42 －

2020年３月期第１四半期 △86.39 －
　

　

（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 11,565 8,159 70.6

2020年３月期 12,037 8,362 69.5
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 8,159百万円 2020年３月期 8,362百万円
　
　

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 － 0.00 － 5.00 5.00

2021年３月期 －

2021年３月期(予想) 0.00 － 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

※詳細につきましては、本日(2020年８月12日)公表の「業績予想および配当予想に関するお知らせ」をご参照くださ
い。

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 7,000 △17.8 △450 － △350 － △470 － △504.48
(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

※詳細につきましては、本日(2020年８月12日)公表の「業績予想および配当予想に関するお知らせ」をご参照くださ
い。
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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 ： 有

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 1,000,000株 2020年３月期 1,000,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 68,356株 2020年３月期 68,328株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 931,658株 2020年３月期１Ｑ 931,672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。
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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への対応で緊急事態宣言が発出さ

れたことにより景気は大きく落ち込みました。また、新型コロナウイルス感染症の終息時期が見通せず景気の先行

きは不透明な状況となっております。

このような状況のもと、当社グループとしましては、如何なる環境変化にも対応して、持続的発展を遂げられる

よう、全力を使って付加価値を創出する、を基本方針に、「グローバル展開」、「付加価値の創出」、「生産拠点

の整備」、「強固な事業基盤の構築」を重点施策として持続的発展を目指してまいりました。2020年５月には、日

本毛織株式会社及びアンビック株式会社と資本業務提携を行いました。これにより、「①各事業分野における人材

交流、②国内外における製造インフラの相互利用、③購買・販売・管理などの協業、④研究・商品開発における協

業、⑤海外事業の推進に向けた協業」といった取り組みを進め、中長期的に当社グループの事業構造改革及び事業

拡大を図ってまいります。

当社グループの業績につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により販売が大きく減少しました。特

に、展示会等のイベント中止の影響を受けた建装資材、自動車生産減少の影響を受けた自動車資材が大きく減少し

ました。その結果、売上高は1,606百万円（前年同四半期比77.6％）となりました。損益面におきましては、売上

高減少の影響のほか、たな卸資産の収益性の低下による簿価切り下げ率の見直しの影響もあり営業損失223百万円

（前年同四半期は営業損失30百万円）となり、経常損失170百万円（前年同四半期は経常損失16百万円）となりま

した。また、固定資産除却損や減損損失の計上もあり、親会社株主に帰属する四半期純損失218百万円（前年同四

半期は親会社株主に帰属する四半期純損失80百万円）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。

環境・エネルギー資材

環境資材については、耐熱フィルター、触媒ロフの販売が堅調に推移し、工業用フィルターの販売が好調に推移

しました。エネルギー資材につきましては、ＮＡＳ電池電極材の大幅な減少により販売は減少しました。その結

果、売上高385百万円（前年同四半期比81.6％）、セグメント損失38百万円（前年同四半期はセグメント利益35百

万円）となりました。

工業資材

工業資材については、販売は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により軟調に推移しました。その結果、売

上高747百万円（前年同四半期比97.4％）、セグメント利益118百万円（前年同四半期比90.9％）となりました。

建装・自動車資材

新型コロナウイルス感染症拡大の影響が大きく、建装資材については、カーペットが使用される展示会の中止が

相次いだことにより販売は前年同四半期に比べ大きく減少し、自動車資材につきましては、自動車メーカーの生産

減少の影響により販売は減少しました。その結果、売上高389百万円（前年同四半期比54.9％）、セグメント損失

52百万円（前年同四半期はセグメント利益37百万円）となりました。

その他

その他事業については、販売は、軟調に推移しました。その結果、売上高84百万円（前年同四半期比69.3％）、

セグメント損失22百万円（前年同四半期はセグメント利益０百万円）となりました。
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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 1,826,233 1,977,982

受取手形及び売掛金 2,027,452 1,538,212

電子記録債権 743,093 633,142

有価証券 － 200,740

商品及び製品 1,437,844 1,401,983

仕掛品 336,991 318,342

原材料及び貯蔵品 517,046 516,412

その他 231,812 244,165

貸倒引当金 △5,600 △4,815

流動資産合計 7,114,874 6,826,166

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,277,539 3,236,060

減価償却累計額 △1,997,123 △1,994,850

建物及び構築物（純額） 1,280,416 1,241,210

機械装置及び運搬具 5,570,539 5,513,978

減価償却累計額 △5,239,490 △5,198,133

機械装置及び運搬具（純額） 331,049 315,844

土地 1,575,504 1,589,922

建設仮勘定 13,846 16,646

その他 517,410 518,924

減価償却累計額 △318,224 △328,346

その他（純額） 199,185 190,577

有形固定資産合計 3,400,002 3,354,202

無形固定資産

ソフトウエア 80,048 88,542

ソフトウエア仮勘定 13,007 2,000

その他 32,615 30,225

無形固定資産合計 125,670 120,767

投資その他の資産

投資有価証券 1,233,944 1,103,089

繰延税金資産 22,694 24,265

その他 146,667 143,176

貸倒引当金 △6,586 △6,551

投資その他の資産合計 1,396,720 1,263,979

固定資産合計 4,922,393 4,738,950

資産合計 12,037,268 11,565,116
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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

電子記録債務 674,016 519,617

買掛金 517,863 395,089

短期借入金 400,000 550,000

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 35,900 18,050

未払法人税等 65,181 18,403

賞与引当金 133,076 75,125

その他 391,256 410,875

流動負債合計 2,277,293 2,047,161

固定負債

社債 210,000 210,000

長期借入金 100,000 100,000

繰延税金負債 58,192 77,405

退職給付に係る負債 724,333 676,770

その他 305,241 294,316

固定負債合計 1,397,767 1,358,492

負債合計 3,675,061 3,405,654

純資産の部

株主資本

資本金 1,716,300 1,716,300

資本剰余金 1,599,813 1,599,813

利益剰余金 5,061,631 4,838,570

自己株式 △223,243 △223,316

株主資本合計 8,154,501 7,931,367

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 137,189 188,344

為替換算調整勘定 107,823 74,087

退職給付に係る調整累計額 △37,307 △34,336

その他の包括利益累計額合計 207,706 228,094

純資産合計 8,362,207 8,159,461

負債純資産合計 12,037,268 11,565,116
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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 2,071,038 1,606,788

売上原価 1,582,370 1,355,714

売上総利益 488,667 251,073

販売費及び一般管理費 519,309 474,310

営業損失（△） △30,641 △223,236

営業外収益

受取利息 2,093 2,491

受取配当金 6,741 6,773

不動産賃貸料 20,813 20,877

為替差益 － 14,570

助成金収入 － 192

受取補償金 － 11,145

その他 8,626 3,858

営業外収益合計 38,275 59,908

営業外費用

支払利息 2,967 4,015

売上割引 2,353 －

不動産賃貸原価 1,997 1,997

為替差損 16,538 －

その他 567 973

営業外費用合計 24,425 6,986

経常損失（△） △16,791 △170,314

特別利益

受取保険金 612 －

特別利益合計 612 －

特別損失

固定資産除却損 761 19,230

減損損失 2,708 12,652

災害による損失 18,001 －

固定資産解体撤去費用 21,395 1,132

特別損失合計 42,867 33,015

税金等調整前四半期純損失（△） △59,046 △203,329

法人税、住民税及び事業税 20,453 16,739

法人税等調整額 991 △1,667

法人税等合計 21,445 15,072

四半期純損失（△） △80,491 △218,402

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（△） △80,491 △218,402
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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（△） △80,491 △218,402

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △28,309 51,154

為替換算調整勘定 443 △33,736

退職給付に係る調整額 △8,560 2,970

その他の包括利益合計 △36,426 20,388

四半期包括利益 △116,917 △198,013

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △116,917 △198,013

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）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

当社は、たな卸資産の評価基準について、取得もしくは生産から一定の期間を超える場合に原則として滞留期間

に応じて定めた率に基づき帳簿価額を切り下げた価額をもって貸借対照表価額としておりました。この度、商品ラ

イフサイクルを把握するための十分な期間のデータが蓄積されたことに伴い、当第１四半期連結会計期間より、た

な卸資産に係る収益性の低下の事実をより適切に財政状態及び経営成績に反映させるため、帳簿価額を切り下げる

率を変更しております。

この結果、変更前の方法と比べて、当第１四半期連結累計期間の売上原価が100,191千円増加し、営業損失、経常

損失、税金等調整前四半期純損失はそれぞれ100,191千円増加しております。
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