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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 1,653 △30.9 △366 ― △376 ― △319 ―

2020年３月期第１四半期 2,393 62.3 △222 ― △233 ― △226 ―
(注)包括利益 2021年３月期第１四半期 △283百万円( ―％) 2020年３月期第１四半期 △220百万円( ―％)
　

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 △72.54 ―

2020年３月期第１四半期 △51.43 ―
　

　

（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 14,224 2,615 18.4

2020年３月期 16,152 2,965 18.4
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 2,615百万円 2020年３月期 2,965百万円
　

　

　

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 ― 15.00 15.00

2021年３月期 ―

2021年３月期(予想) 0.00 ― 10.00 10.00
(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、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) 4,400 △34.7 △400 - △420 - △360 - △81.84

通期 12,500 △24.2 580 △53.2 540 △55.2 390 △52.9 88.66
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

連結業績予想の修正については、本日（2020年８月12日）公表いたしました「業績予想に関するお知らせ」をご覧
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 ： 有
　

(注) 詳細は、添付資料Ｐ．６「２．四半期連結財務諸表及び主な注記 （３）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（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 4,525,000株 2020年３月期 4,525,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 126,396株 2020年３月期 126,396株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 4,398,604株 2020年３月期１Ｑ 4,398,631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
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

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の影響により、極めて厳しい状

況にあります。政府による緊急事態宣言解除後も、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを段階

的に引き上げていく取り組みがなされていますが、依然として感染者数は増加傾向にあり、先行き不透明な状況

で推移いたしました。

このような経済環境のもと、当連結グループは、交通システム機器、メカトロ機器、特機システム機器の各部

門において営業活動を展開してまいりました。その結果、主に特機システム機器の売り上げが堅調に推移しまし

たが、前年同四半期連結累計期間において交通システム機器の大型案件が含まれていたこと、また、新型コロナ

ウイルス感染症拡大に伴い売上高が減少したこと等により、売上高は16億５千３百万円となり、前年同四半期連

結累計期間と比べ30.9％減少いたしました。

損益面につきましては、主に売上高が減少したことにより、営業損失は３億６千６百万円（前年同四半期は２

億２千２百万円の損失）、経常損失は３億７千６百万円（同２億３千３百万円の損失）、親会社株主に帰属する

四半期純損失は３億１千９百万円（同２億２千６百万円の損失）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

(総資産)

当第１四半期連結会計期間末における総資産は142億２千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億２千８

百万円減少いたしました。これは、主に受取手形及び売掛金の減少30億１千２百万円、商品及び製品の増加３億

９千１百万円、仕掛品の増加３億２千万円等によるものです。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末における負債は116億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億７千８百万円

減少いたしました。これは、主に短期借入金の減少４億７千９百万円、支払手形及び買掛金の減少７億２千６百

万円等によるものです。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産は26億１千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億４千９

百万円減少いたしました。これは、主に利益剰余金の減少３億８千４百万円によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する定性的情報

2021年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により業績予想の適切かつ合

理的な見積りが困難であることから発表を控えておりましたが、政府による緊急事態宣言の解除等により経済活

動が段階的に再開されている状況を踏まえ、現時点で入手可能な情報に基づき算定した数値を公表いたしまし

た。

なお、連結業績予想の修正については、本日(2020年８月12日)公表いたしました「業績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 2,944,316 3,094,784

受取手形及び売掛金 5,367,680 2,355,641

商品及び製品 819,760 1,210,870

仕掛品 881,682 1,201,873

原材料及び貯蔵品 1,137,024 1,207,041

その他 139,551 243,712

流動資産合計 11,290,016 9,313,923

固定資産

有形固定資産 3,267,390 3,226,702

無形固定資産 72,921 78,252

投資その他の資産 1,522,233 1,605,134

固定資産合計 4,862,545 4,910,088

資産合計 16,152,561 14,224,012

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,358,968 2,631,981

短期借入金 4,744,998 4,265,000

未払法人税等 112,420 8,480

賞与引当金 301,571 433,056

受注損失引当金 13,914 ―

その他 1,204,050 846,919

流動負債合計 9,735,923 8,185,437

固定負債

長期借入金 225,000 225,000

退職給付に係る負債 2,254,734 2,268,530

長期未払金 70,808 70,808

資産除去債務 42,438 43,143

その他 858,338 815,537

固定負債合計 3,451,319 3,423,020

負債合計 13,187,243 11,608,457

純資産の部

株主資本

資本金 700,700 700,700

資本剰余金 722,424 722,424

利益剰余金 1,577,182 1,192,111

自己株式 △96,922 △96,922

株主資本合計 2,903,384 2,518,313

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 70,625 100,360

退職給付に係る調整累計額 △8,692 △3,119

その他の包括利益累計額合計 61,933 97,240

純資産合計 2,965,317 2,615,554

負債純資産合計 16,152,561 14,224,012
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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 2,393,223 1,653,418

売上原価 2,009,442 1,427,725

売上総利益 383,780 225,692

販売費及び一般管理費 606,297 592,225

営業損失（△） △222,516 △366,533

営業外収益

受取利息 63 68

受取配当金 3,849 4,247

不動産賃貸料 2,340 2,520

その他 1,027 1,012

営業外収益合計 7,280 7,848

営業外費用

支払利息 14,465 13,312

不動産賃貸費用 3,139 3,547

その他 207 505

営業外費用合計 17,813 17,365

経常損失（△） △233,049 △376,050

特別損失

固定資産除却損 2,438 302

特別損失合計 2,438 302

税金等調整前四半期純損失（△） △235,487 △376,352

法人税、住民税及び事業税 2,684 2,738

法人税等調整額 △11,956 △59,998

法人税等合計 △9,271 △57,260

四半期純損失（△） △226,216 △319,092

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △226,216 △319,092
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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（△） △226,216 △319,092

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,185 29,734

退職給付に係る調整額 4,244 5,573

その他の包括利益合計 5,430 35,307

四半期包括利益 △220,785 △283,784

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △220,785 △283,784
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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）

① 固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積もりを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づ

く年間償却予定額を期間按分して算定しております。

② 原価差異の繰延処理

季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当

該原価差異を流動資産(その他)として繰り延べております。

（追加情報）

当社グループでは、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りにおいて、財務諸表作成時に入手可能な情報

に基づき、新型コロナウイルス感染症による営業収益等への影響は軽微であると仮定しております。

他方、新型コロナウイルス感染症が世界経済に与える影響が長期化した場合は、当社グループの製品・サービス

の需要減少をもたらし、財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
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