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1. 2021年3月期第2四半期の業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

(1) 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 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 5,815 15.5 414 ― 431 ― 296 ―

2020年3月期第2四半期 5,036 12.1 △39 ― △30 ― △32 ―

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 41.65 ―

2020年3月期第2四半期 △4.59 ―

(2) 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 12,355 5,250 42.5 738.28

2020年3月期 12,156 4,861 40.0 683.68

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 5,250百万円 2020年3月期 4,861百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00

2021年3月期 ― ―

2021年3月期（予想） ― 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 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 11,700 0.9 400 30.1 390 21.9 300 12.8 42.19

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 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

(3) 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 7,200,000 株 2020年3月期 7,200,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 88,606 株 2020年3月期 88,606 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 7,111,394 株 2020年3月期2Q 7,111,394 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

本資料に掲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きましては、添付
資料２ページ「経営成績に関する説明」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２四半期累計期間におけるわが国経済は、実質的な流行第２波とも言える感染拡大に見舞わ

れる中、新型コロナウイルス感染症対策と経済活動立て直しの両立に向けた対策が講じられる等、

国内景気は不透明感漂う中でのわずかな回復傾向となりました。

このような事業環境の中、呼吸用保護具を中心に労働安全衛生保護具を供給している当社は、新

型コロナウイルス感染症対策としてマスク・保護衣等の受注は急増した第１四半期に続いてその後

も堅調に推移したこと、また主要顧客である製造業からの受注も景気後退の影響を大きく受けるこ

とも無かったことから、売上高は前年同四半期比15.5％増の58億15百万円となりました。

また、利益面でも、製品売上高の大幅な増加の影響により製品原価は増加したものの、製品原価

率の改善で売上総利益は前年同四半期比29.0％増の19億37百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、売上高増加に伴い運送費等が増加した一方、従来の営業活動方法を見

直したことによる諸経費削減が奏功して、全体としては前年同四半期比1.3％減の15億22百万円と

なりました。

以上の結果、営業利益は、４億14百万円（前年同四半期は営業損失39百万円）、経常利益は、４

億31百万円（前年同四半期は経常損失30百万円）、四半期純利益は、２億96百万円（前年同四半期

は四半期純損失32百万円）の増収増益決算となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第２四半期会計期間末における資産合計は123億55百万円となり、前事業年度末に比べて１億99

百万円増加しました。これは、現金及び預金、売掛金等の流動資産が３億97百万円減少したもの

の、固定資産が投資有価証券の評価増のほか、船引事業所内での建設仮勘定の増加等により５億96

百万円増加したことによるものです。

(負債)

当第２四半期会計期間末における負債合計は71億５百万円となり、前事業年度末に比べて１億89

百万円減少しました。これは流動負債が電子記録債務や買掛金は減少したものの、短期借入金や未

払金の増加等により61百万円増加、固定負債が長期借入金の減少等により２億50百万円減少したこ

とによるものです。

(純資産)

当第２四半期会計期間末における純資産合計は52億50百万円となり、前事業年度末に比べて３億

88百万円増加しました。これは主に、利益剰余金合計が２億25百万円、その他有価証券評価差額金

が１億63百万円増加したことによるものです。

この結果、当第２四半期会計期間末時点での自己資本比率は42.5％となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

通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対策の保護具需要と、製造業に及ぼ

す景気後退の影響を精査中であるため2020年５月８日に公表したものに変更ございません。

今後の業績推移に応じて、更に修正が必要になった場合には速やかに発表させていただきます。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,495,939 1,294,002

受取手形及び売掛金 2,796,063 1,972,526

電子記録債権 463,927 441,766

商品及び製品 1,687,325 2,104,949

仕掛品 461,160 532,139

原材料及び貯蔵品 760,905 880,604

その他 33,916 77,251

貸倒引当金 △45 △1,282

流動資産合計 7,699,192 7,301,958

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,340,561 1,373,299

その他 2,179,092 2,492,263

有形固定資産合計 3,519,654 3,865,562

無形固定資産 109,411 110,933

投資その他の資産 828,333 1,077,334

固定資産合計 4,457,399 5,053,831

資産合計 12,156,592 12,355,789

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 997,760 900,526

電子記録債務 1,987,392 1,832,737

短期借入金 900,000 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 620,000 590,000

賞与引当金 196,966 213,654

その他 546,807 573,489

流動負債合計 5,248,926 5,310,407

固定負債

長期借入金 1,420,000 1,140,000

退職給付引当金 172,012 153,682

その他 453,747 501,494

固定負債合計 2,045,759 1,795,176

負債合計 7,294,686 7,105,583

純資産の部

株主資本

資本金 570,000 570,000

資本剰余金 272,577 272,577

利益剰余金 3,626,397 3,851,441

自己株式 △56,938 △56,938

株主資本合計 4,412,035 4,637,080

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 449,870 613,125

評価・換算差額等合計 449,870 613,125

純資産合計 4,861,905 5,250,205

負債純資産合計 12,156,592 12,355,789
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

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

売上高 5,036,554 5,815,966

売上原価 3,534,391 3,878,861

売上総利益 1,502,162 1,937,105

販売費及び一般管理費 1,542,013 1,522,526

営業利益又は営業損失（△） △39,850 414,578

営業外収益

受取利息 128 103

受取配当金 9,495 8,697

受取ロイヤリティー 16,712 23,409

その他 7,209 13,023

営業外収益合計 33,545 45,233

営業外費用

支払利息 7,404 6,824

売上割引 13,833 18,956

その他 3,372 2,672

営業外費用合計 24,610 28,452

経常利益又は経常損失（△） △30,915 431,358

特別損失

固定資産除却損 9,108 1,815

特別損失合計 9,108 1,815

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △40,024 429,543

法人税、住民税及び事業税 2,900 150,515

法人税等調整額 △10,264 △17,130

法人税等合計 △7,364 133,384

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,659 296,158
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（３）四半期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。
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