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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９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２四半期 5,222 △34.8 △100 ― 73 △57.6 △333 ―

2020年３月期第２四半期 8,010 △19.2 294 △78.8 173 △89.6 △261 ―
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期△876百万円( ―％) 2020年３月期第２四半期△762百万円( ―％)
　

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２四半期 △13.45 ―

2020年３月期第２四半期 △10.56 ―
　　

（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２四半期 27,842 20,687 71.9

2020年３月期 29,719 21,737 70.9
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 20,022百万円 2020年３月期 21,070百万円
　

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 ― 13.00 ― 7.00 20.00

2021年３月期 ― 0.00

2021年３月期(予想) ― ― ―

(注)１ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　 ２ 2021年３月期の期末配当予想は未定であります。
　　

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 11,000 △26.5 △160 ― △80 ― △520 ― △20.96
(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）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 ： 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２Ｑ 24,828,600株 2020年３月期 24,828,600株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 17,944株 2020年３月期 17,944株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 24,810,656株 2020年３月期２Ｑ 24,810,656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、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、四半期決算短信（添付資料）３ページ
「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。
　四半期決算補足説明資料は、2020年11月12日（木）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世界経済は、中国など一部で持ち直しの動きが見られるものの、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大の影響が長引く中、極めて厳しい状況が続きました。

日本経済は、景気の悪化に歯止めがかかりつつあるものの、個人消費の持ち直しは限定的であり、企業収益の悪

化に伴い設備投資は依然弱含んでおり、先行き不透明な状況で推移しました。

当社グループは、事業の継続及び従業員の安全を最優先事項とし、新型コロナウイルスの感染防止策を講じる

とともに、市場の変化に対応すべく「持続可能な事業構造の構築」、「収益の改善」を重点課題とし、各種施策

の取り組みを進めております。また、これまでのように対面営業が難しい状況が続く中、様々なデジタルツール

を活用した非対面での営業活動や、IoTをはじめとするデジタル化に対応した製品の早期実現に向けた取り組み、

課題となっている生産と在庫の適正化に向けたサプライチェーンの再構築などに努めております。さらに、一時

帰休を含めた経費削減を図るなど、あらゆる角度から収益力回復に向けた対策を実行いたしました。

このような環境のもとで、当第２四半期連結累計期間の売上高は52億22百万円（前年同四半期比34.8％減）、

営業損益は１億円の損失（前年同四半期は営業利益２億94百万円）となりました。経常損益は73百万円の利益

（前年同四半期比57.6％減）となり、固定資産売却損を３億３百万円計上したことで、親会社株主に帰属する四

半期純損益は３億33百万円の損失（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失２億61百万円）となりま

した。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（工業用ミシン）

工業用ミシンにつきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、マスクやPPE製品の需要が拡

大し、供給が不足したことで、一時的にアパレル製品からこれらの製品に生産を切り替える工場が増加し、その

ニーズに対応してまいりましたが、本格的な設備投資の回復には至らず、売上高は41億41百万円（前年同四半期

比37.4％減）、セグメント利益は４億10百万円（前年同四半期比56.1％減）となりました。

（ダイカスト部品）

ダイカスト部品につきましては、販路拡大に向けた販売活動を継続しておりますが、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大による経済活動の制限等の影響で、自動車生産の回復は遅れており、売上高は10億81百万円（前年

同四半期比22.3％減）、コスト削減などによりセグメント利益は27百万円（前年同四半期はセグメント損失37百

万円）となりました。

（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）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて４億89百万円減少し、194億12百万円となりました。これは、受取手形

及び売掛金が７億74百万円減少し、現金及び預金が２億４百万円、商品及び製品が１億40百万円それぞれ増加し

たことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて13億88百万円減少し、84億29百万円となりました。これは、有形固定

資産が12億90百万円減少したことなどによります。

　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて18億77百万円減少し、278億42百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて９億42百万円減少し、38億81百万円となりました。これは、支払手形

及び買掛金が５億81百万円、その他が２億90百万円、短期借入金が１億６百万円それぞれ減少したことなどによ

ります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億14百万円増加し、32億72百万円となりました。これは、長期借入

金が２億28百万円増加し、その他が１億12百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて８億27百万円減少し、71億54百万円となりました。
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（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて10億50百万円減少し、206億87百万円となりました。これは、為替換算調

整勘定が５億36百万円、利益剰余金が５億７百万円それぞれ減少したことなどによります。

②キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて１億14百万円増加し、57億62百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少６億79百万円、減価償却費３億71百万円、助成金の受

取額79百万円に対し、税金等調整前四半期純損失２億７百万円、仕入債務の減少５億１百万円、たな卸資産の増

加３億61百万円、未払金の減少２億３百万円などにより、27百万円の支出となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出２億２百万円に対し、有形固定資産の

売却による収入５億50百万円などにより、２億94百万円の収入となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入４億40百万円に対し、長期借入金の返済による

支出２億30百万円、配当金の支払額１億73百万円などにより、65百万円の支出となりました。

（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につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による業績への影響を合理的

に算定することが困難であるため未定としておりましたが、当第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ、最近の

経済動向や現時点において入手可能な情報をもとに、通期連結業績予想を算定いたしました。詳細につきまして

は、本日（2020年10月30日）公表いたしました「業績予想の公表及び剰余金の配当（中間配当無配）に関するお

知らせ」をご参照ください。

下期は、在庫削減、新販売体制確立、既存製品改良、経費削減に引き続き取組みます。また、コロナ終息後の

マーケット正常化を展望し、サプライチェーンマネジメント、新製品開発、人材育成等の強化に加え、ダイカス

ト部門では受注拡大に備えた設備投資も計画しており、将来へ向けた施策にも注力してまいります。
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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２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,998,703 6,203,010

受取手形及び売掛金 3,856,634 3,081,899

有価証券 42,145 ―

商品及び製品 5,180,204 5,321,167

仕掛品 658,289 628,510

原材料及び貯蔵品 3,757,987 3,785,815

その他 443,052 400,358

貸倒引当金 △35,142 △8,264

流動資産合計 19,901,874 19,412,497

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,081,197 4,823,610

その他（純額） 3,825,958 2,793,098

有形固定資産合計 8,907,156 7,616,708

無形固定資産 537,213 513,232

投資その他の資産 373,606 299,680

固定資産合計 9,817,976 8,429,621

資産合計 29,719,850 27,842,118

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,243,110 661,415

短期借入金 2,118,425 2,012,219

未払法人税等 45,535 63,002

賞与引当金 92,434 111,072

その他 1,324,475 1,034,232

流動負債合計 4,823,982 3,881,940

固定負債

長期借入金 1,639,361 1,868,343

退職給付に係る負債 567,518 565,533

その他 951,347 838,888

固定負債合計 3,158,226 3,272,765

負債合計 7,982,208 7,154,706
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,255,553 2,255,553

資本剰余金 2,983,084 2,983,084

利益剰余金 15,170,265 14,662,999

自己株式 △5,350 △5,350

株主資本合計 20,403,553 19,896,286

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 21,867 9,120

為替換算調整勘定 732,104 195,276

退職給付に係る調整累計額 △87,273 △78,092

その他の包括利益累計額合計 666,698 126,305

非支配株主持分 667,390 664,819

純資産合計 21,737,641 20,687,411

負債純資産合計 29,719,850 27,842,118
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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４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 8,010,420 5,222,346

売上原価 5,319,333 3,375,855

売上総利益 2,691,087 1,846,490

販売費及び一般管理費 2,396,983 1,946,861

営業利益又は営業損失（△） 294,103 △100,371

営業外収益

受取利息 10,686 5,174

受取配当金 2,054 1,574

為替差益 ― 46,788

助成金収入 2,942 150,788

その他 8,676 7,457

営業外収益合計 24,360 211,783

営業外費用

支払利息 30,347 34,699

為替差損 105,554 ―

その他 8,670 2,988

営業外費用合計 144,572 37,687

経常利益 173,891 73,725

特別利益

固定資産売却益 1,011 ―

投資有価証券償還益 ― 22,090

特別利益合計 1,011 22,090

特別損失

固定資産売却損 829 303,178

特別損失合計 829 303,178

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（△）

174,073 △207,362

法人税、住民税及び事業税 162,997 42,347

法人税等調整額 256,944 70,240

法人税等合計 419,942 112,588

四半期純損失（△） △245,868 △319,951

非支配株主に帰属する四半期純利益 16,037 13,640

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △261,906 △333,591



ペガサスミシン製造株式会社(6262) 2021年３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４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純損失（△） △245,868 △319,951

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,624 △12,746

為替換算調整勘定 △515,219 △553,039

退職給付に係る調整額 △3,372 9,181

その他の包括利益合計 △516,966 △556,604

四半期包括利益 △762,835 △876,555

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △758,438 △873,984

非支配株主に係る四半期包括利益 △4,397 △2,571
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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４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

174,073 △207,362

減価償却費 372,570 371,803

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,538 △26,486

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △15,065 7,446

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △4,287 ―

受取利息及び受取配当金 △12,741 △6,749

助成金収入 △2,942 △150,788

支払利息 30,347 34,699

為替差損益（△は益） 19,672 △67,283

固定資産売却損益（△は益） △182 303,178

投資有価証券償還損益（△は益） ― △22,090

売上債権の増減額（△は増加） 631,556 679,492

たな卸資産の増減額（△は増加） △410,151 △361,972

仕入債務の増減額（△は減少） △197,278 △501,859

未払金の増減額（△は減少） △64,151 △203,871

その他 △40,093 33,383

小計 482,865 △118,460

利息及び配当金の受取額 8,373 6,376

利息の支払額 △32,597 △35,748

助成金の受取額 2,942 79,152

保険返戻金 ― 47,747

法人税等の支払額 △680,954 △6,532

営業活動によるキャッシュ・フロー △219,370 △27,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △296,299 △356,318

定期預金の払戻による収入 241,230 259,466

有形固定資産の取得による支出 △357,424 △202,715

有形固定資産の売却による収入 13,695 550,031

無形固定資産の取得による支出 △9,155 △5,068

投資有価証券の償還による収入 ― 42,965

その他 △8,885 6,078

投資活動によるキャッシュ・フロー △416,839 294,439
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

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） ― △50,000

長期借入れによる収入 ― 440,000

長期借入金の返済による支出 △111,720 △230,818

社債の償還による支出 △106,430 ―

配当金の支払額 △297,727 △173,674

リース債務の返済による支出 △40,642 △48,479

その他 △4,098 △2,907

財務活動によるキャッシュ・フロー △560,618 △65,879

現金及び現金同等物に係る換算差額 △125,753 △86,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,322,581 114,615

現金及び現金同等物の期首残高 6,202,114 5,648,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,879,533 5,762,974
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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。


