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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 13,937 △12.2 △203 ― △118 ― △113 ―
2020年３月期第２四半期 15,865 1.2 41 △66.0 77 △56.7 31 △62.9

(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 △90百万円( ―％) 2020年３月期第２四半期 33百万円( △69.5％)
　

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 △29.12 ―

2020年３月期第２四半期 7.98 ―

　

（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 15,837 4,100 25.9

2020年３月期 15,115 4,194 27.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 4,100百万円 2020年３月期 4,194百万円
　

　

　

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 ― 6.00 ― 4.00 10.00

2021年３月期 ― 0.00

2021年３月期(予想) ― 0.00 0.00

(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 29,000 △9.4 △175 ― △40 ― △90 ― △23.03
(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
　

　

（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 3,969,000株 2020年３月期 3,969,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 56,055株 2020年３月期 74,555株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 3,902,128株 2020年３月期２Ｑ 3,894,445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。
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１．四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 1,200,339 1,160,111

受取手形及び売掛金 4,873,686 4,985,058

電子記録債権 1,993,363 2,662,156

商品及び製品 2,460,479 2,326,493

仕掛品 236,892 302,710

原材料及び貯蔵品 225,927 248,200

その他 124,867 126,063

貸倒引当金 △32,998 △30,815

流動資産合計 11,082,558 11,779,978

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 437,688 428,982

機械装置及び運搬具（純額） 30,584 27,477

土地 1,576,016 1,576,016

リース資産（純額） 31,176 26,722

その他（純額） 54,787 52,587

有形固定資産合計 2,130,252 2,111,785

無形固定資産

リース資産 41,029 35,363

その他 62,072 59,111

無形固定資産合計 103,102 94,475

投資その他の資産

繰延税金資産 435,887 454,580

その他 1,431,303 1,464,414

貸倒引当金 △68,005 △67,617

投資その他の資産合計 1,799,185 1,851,378

固定資産合計 4,032,540 4,057,639

繰延資産 110 68

資産合計 15,115,208 15,837,686
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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 2,577,024 2,563,619

電子記録債務 4,409,466 3,689,489

短期借入金 ― 1,430,000

1年内返済予定の長期借入金 815,111 806,187

リース債務 22,661 21,288

未払法人税等 61,578 36,397

賞与引当金 166,345 178,236

その他 561,165 600,041

流動負債合計 8,613,352 9,325,260

固定負債

長期借入金 1,094,667 1,180,636

リース債務 59,351 48,935

役員退職慰労引当金 36,535 38,855

退職給付に係る負債 899,851 923,298

資産除去債務 6,591 6,635

役員退職慰労未払金 51,100 48,300

その他 159,131 164,934

固定負債合計 2,307,227 2,411,595

負債合計 10,920,579 11,736,855

純資産の部

株主資本

資本金 646,494 646,494

資本剰余金 803,217 804,746

利益剰余金 2,763,014 2,633,820

自己株式 △42,000 △31,578

株主資本合計 4,170,725 4,053,481

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 26,430 43,761

繰延ヘッジ損益 4,370 △2,222

為替換算調整勘定 31,429 35,404

退職給付に係る調整累計額 △38,327 △29,594

その他の包括利益累計額合計 23,904 47,348

純資産合計 4,194,629 4,100,830

負債純資産合計 15,115,208 15,837,686
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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 15,865,483 13,937,552

売上原価 13,264,239 11,570,209

売上総利益 2,601,244 2,367,343

販売費及び一般管理費 2,559,480 2,570,397

営業利益又は営業損失(△) 41,763 △203,054

営業外収益

受取利息 173 95

受取配当金 2,658 2,543

不動産賃貸料 30,642 28,612

仕入割引 74,985 63,984

助成金収入 ― 36,162

その他 27,274 35,830

営業外収益合計 135,734 167,228

営業外費用

支払利息 10,856 7,656

手形売却損 6,348 5,750

不動産賃貸原価 22,892 20,835

売上割引 38,868 36,300

その他 21,163 11,725

営業外費用合計 100,130 82,268

経常利益又は経常損失(△) 77,366 △118,094

特別損失

事業整理損 2,526 ―

事業整理損失引当金繰入額 7,573 ―

投資有価証券評価損 ― 2,898

投資有価証券売却損 ― 96

特別損失合計 10,099 2,994

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(△)

67,266 △121,088

法人税等 36,172 △7,471

四半期純利益又は四半期純損失(△) 31,094 △113,616

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

31,094 △113,616
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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)

四半期純利益
又は四半期純損失(△)

31,094 △113,616

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 480 17,331

繰延ヘッジ損益 △3,350 △6,593

為替換算調整勘定 △2,375 3,974

退職給付に係る調整額 7,830 8,732

その他の包括利益合計 2,585 23,444

四半期包括利益 33,679 △90,171

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 33,679 △90,171

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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　 該当事項はありません。

（会計方針の変更）

　 該当事項はありません。
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２．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

　 該当事項はありません。


