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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 4,388 0.5 △188 － △213 － △186 －

2020年３月期第２四半期 4,367 △14.9 △273 － △273 － △522 －
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 △193百万円( －％) 2020年３月期第２四半期 △587百万円( －％)

　

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 △11.93 －

2020年３月期第２四半期 △33.52 －
　

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、2021年３月期第２四半期は潜在株式は存在するものの、
１株当たり四半期純損失であるため記載していません。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年３月期第２四半期 12,648 8,770 69.3 562.29

2020年３月期 11,422 8,995 78.8 576.69
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 8,770百万円 2020年３月期 8,995百万円
　

　　

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 － 2.00 － 2.00 4.00

2021年３月期 － 2.00

2021年３月期(予想) － 2.00 4.00

(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、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 9,500 6.5 100 － 20 － 30 － 1.92
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　



※ 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)

（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 15,600,000株 2020年３月期 15,600,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 1,519株 2020年３月期 1,513株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 15,598,484株 2020年３月期２Ｑ 15,598,487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および合理的
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。業績予想の前提となる条件および
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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的
情報（２）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２四半期連結累計期間における国内外経済は、各国経済活動の段階的な再開により持ち直しつつあるもの

の、未だ新型コロナウイルス感染症の拡大に歯止めがかからず、景気は限定的な回復に留まりました。

このような状況のもと、当社グループに関連する主要市場では、世界的な自動車販売の低迷と生産設備の投資

手控えなどにより、車載市場と工作機械市場が新型コロナウイルス感染症の影響を最も大きく受け落ち込みまし

た。また、電磁波ノイズ測定市場でも国や地方自治体の緊急事態宣言などに伴う移動制限や自粛要請により、顧

客工場などでの電磁波ノイズ測定が行えないなど新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込みました。

一方、情報通信市場は、無線ＬＡＮの新規格Ｗｉ-Ｆｉ６と第５世代（５Ｇ）移動通信システムなどの新市場の

拡大に加え、テレワークの増加などに伴いパソコン、タブレットなどの従来端末市場が堅調に推移しました。ま

た、半導体製造装置市場が回復基調に転じるなど一部の市況に好転の兆しが見えました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高43億88百万円（前年同期比0.5％増加）、営業損失

１億88百万円（前年同期は２億73百万円の損失）、経常損失２億13百万円（前年同期は２億73百万円の損失）、

親会社株主に帰属する四半期純損失は、１億86百万円（前年同期は５億22百万円の損失）となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりです。

〔パワーエレクトロニクス事業〕

当セグメントの売上高は19億９百万円（前年同期比2.9％減少）となりました。ノイズフィルタは、新型コロナ

ウイルス感染症や米中貿易摩擦の影響などにより工作機械市場向けは減少したものの、半導体メーカーの設備投

資が回復基調にあり増加しました。

一方、電磁波ノイズ測定は日本国内での移動制限や自粛要請などにより当社と顧客工場との往来ができず減少

しました。また、フィルムコンデンサも工作機械市場向けなどが減少し、セグメント全体では新型コロナウイル

ス感染症の影響を受け売上高が減少しました。

営業損失は、売上高の減少に加え新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国際線の航空輸送大幅減便による

輸送コストの値上がりにより１億88百万円（前年同期は１億16百万円の損失）となりました。

〔情報通信事業〕

当セグメントの売上高は25億43百万円（前年同期比3.8％増加）となりました。新型コロナウイルス感染症の影

響により世界的に自動車販売が落ち込み、車載用厚膜印刷基板は減少しましたが、５Ｇ対応スマートフォンの新

機種への採用やテレワークの増加に伴うパソコン、タブレットの需要増によりヒューズ用厚膜印刷基板は増加し

ました。また、昨年度から量産を開始した無線ＬＡＮ新規格Ｗｉ-Ｆｉ６向け新製品の本格化と、５Ｇ基地局向け

製品の増加などにより積層誘電体フィルタが増加し、セグメント全体では売上高が増加しました。営業損失は、

売上高の増加により前年同期から１億12百万円改善した51百万円（前年同期は１億64百万円の損失）となりまし

た。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績見通しは、2020年10月15日に公表した業績予想から変更ありません。業績予想を見直す必要が生じた場合

には速やかに公表します。
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２．四半期連結財務諸表および主な注記

（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 1,201,221 2,382,587

受取手形及び売掛金 2,703,841 2,590,318

電子記録債権 614,531 705,087

商品及び製品 280,443 228,157

仕掛品 343,665 370,663

原材料及び貯蔵品 617,640 696,738

その他 114,353 120,580

貸倒引当金 △2,383 △2,642

流動資産合計 5,873,311 7,091,488

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,616,297 4,624,435

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,705,156 △3,738,417

建物及び構築物（純額） 911,141 886,018

機械装置及び運搬具 7,325,612 7,275,930

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,649,070 △6,676,896

機械装置及び運搬具（純額） 676,542 599,034

土地 853,379 853,379

建設仮勘定 31,796 115,780

その他 644,027 635,516

減価償却累計額及び減損損失累計額 △551,640 △550,497

その他（純額） 92,387 85,019

有形固定資産合計 2,565,245 2,539,230

無形固定資産 93,743 88,064

投資その他の資産

投資有価証券 87,057 89,821

退職給付に係る資産 2,681,892 2,710,457

繰延税金資産 10,695 23,421

その他 115,302 110,819

貸倒引当金 △4,489 △4,489

投資その他の資産合計 2,890,457 2,930,029

固定資産合計 5,549,445 5,557,323

資産合計 11,422,756 12,648,811
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 460,386 408,749

電子記録債務 299,309 290,292

未払金 205,088 174,827

未払法人税等 38,563 36,926

賞与引当金 299,379 265,619

役員賞与引当金 1,000 500

その他 166,703 279,223

流動負債合計 1,470,428 1,456,136

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 － 1,500,000

退職給付に係る負債 87,037 89,430

役員退職慰労引当金 50,808 52,686

繰延税金負債 819,002 779,624

固定負債合計 956,847 2,421,740

負債合計 2,427,275 3,877,876

純資産の部

株主資本

資本金 3,806,750 3,806,750

資本剰余金 3,788,426 3,788,426

利益剰余金 1,872,507 1,655,278

自己株式 △950 △953

株主資本合計 9,466,733 9,249,501

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,996 7,115

為替換算調整勘定 △230,779 △249,849

退職給付に係る調整累計額 △246,469 △235,832

その他の包括利益累計額合計 △471,252 △478,566

純資産合計 8,995,481 8,770,935

負債純資産合計 11,422,756 12,648,811
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（２）四半期連結損益計算書およ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 4,367,532 4,388,313

売上原価 3,420,593 3,416,078

売上総利益 946,939 972,235

販売費及び一般管理費 1,220,074 1,160,318

営業損失（△） △273,135 △188,083

営業外収益

受取利息 1,387 348

受取配当金 3,449 3,009

助成金収入 － 6,859

その他 3,665 7,393

営業外収益合計 8,501 17,609

営業外費用

社債利息 － 1,159

社債発行費 － 25,520

為替差損 7,119 14,544

その他 1,462 1,868

営業外費用合計 8,581 43,091

経常損失（△） △273,215 △213,565

特別利益

固定資産売却益 422 5

特別利益合計 422 5

特別損失

固定資産除却損 3,948 826

弁護士報酬等 108,290 16,910

特別損失合計 112,238 17,736

税金等調整前四半期純損失（△） △385,031 △231,296

法人税、住民税及び事業税 10,903 12,025

法人税等調整額 126,993 △57,290

法人税等合計 137,896 △45,265

四半期純損失（△） △522,927 △186,031

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △522,927 △186,031
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（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（△） △522,927 △186,031

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 678 1,119

為替換算調整勘定 △41,377 △19,070

退職給付に係る調整額 △23,625 10,637

その他の包括利益合計 △64,324 △7,314

四半期包括利益 △587,251 △193,345

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △587,251 △193,345

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。

（追加情報）

当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、四半期連結

財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しています。新型コロナウイルス感染症による当社グループ

事業への影響は、当第２四半期連結会計期間末時点において概ね感染拡大前の水準まで解消しつつありますが、当

連結会計年度中は一部で当該影響が継続するという前提に基づき、会計上の見積りを行っています。

なお、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は不確実性が高いため、上記前提に変化が生じた場合

には、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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)

１．報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)

四半期連結損益
計算書計上額

(注)
パワーエレクト
ロニクス事業

情報通信事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,935,929 2,431,603 4,367,532 － 4,367,532

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

31,053 17,884 48,937 △48,937 －

計 1,966,982 2,449,487 4,416,469 △48,937 4,367,532

セグメント損失(△) △116,514 △164,250 △280,764 7,629 △273,135

(注) セグメント損失の合計額と四半期連結損益計算書の営業損失との差額を調整額として表示しています。調整額

7,629千円は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等です。

Ⅱ 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)

１．報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)

四半期連結損益
計算書計上額

(注)
パワーエレクト
ロニクス事業

情報通信事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,860,315 2,527,998 4,388,313 － 4,388,313

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

49,506 15,469 64,975 △64,975 －

計 1,909,821 2,543,467 4,453,288 △64,975 4,388,313

セグメント損失(△) △188,393 △51,983 △240,376 52,293 △188,083

(注) セグメント損失の合計額と四半期連結損益計算書の営業損失との差額を調整額として表示しています。調整額

52,293千円は主に報告セグメントに予算配賦した一般管理費等の予算と実績の調整差額です。


