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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 16,244 △2.1 4,052 25.0 4,053 24.6 2,801 26.1

2020年3月期第2四半期 16,597 △3.3 3,241 △24.1 3,254 △24.1 2,221 △24.7

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　2,791百万円 （29.6％） 2020年3月期第2四半期　　2,153百万円 （△25.3％）

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 27.29 ―

2020年3月期第2四半期 21.65 ―

(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 34,920 28,462 81.5

2020年3月期 34,739 27,107 78.0

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 28,462百万円 2020年3月期 27,107百万円

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 ― 14.00 14.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 15.00 15.00

（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 37,000 8.1 8,600 6.1 8,600 5.7 5,800 3.6 56.52

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 105,149,520 株 2020年3月期 105,149,520 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 2,528,574 株 2020年3月期 2,528,574 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 102,620,946 株 2020年3月期2Q 102,620,946 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きましては、添付
資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の防止策を講じつつ、段階的

に社会経済活動が再開されており、各種政策の効果により景気は持ち直しの動きがみられるものの、依然として先

行き不透明な状況が続いております。

当社グループが属する業界では、ＩｏＴや５Ｇ(第５世代移動通信システム)の普及によるデータセンター向け等

の増加に伴い、半導体需要は回復傾向にあります。

このような状況の中、当社グループのエレクトロニクス関連事業において、顧客の設備投資に伴い発生するイニ

シャル部門(特殊ガス供給装置製造、供給配管設計施工)は、主要顧客である半導体工場において新規設備投資は一

部減速感がみられたものの、生産活動に伴い発生するオペレーション部門(特殊ガス販売管理業務、技術サービス

等)は、半導体工場での生産活動が拡大していることから、半導体製造装置メンテナンスを中心に堅調に推移しま

した。

なお、エレクトロニクス関連事業のセグメント利益は、前期第１四半期のイニシャル部門において、顧客の新設

工場での新規設備投資に伴う供給配管施工のコスト増加の影響があったことから、当第２四半期連結累計期間のセ

グメント利益は前年同四半期比で増加となりました。

グラフィックスソリューション事業においては、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い展示会等が中止となる

など営業活動が制限され、また顧客のイベント開催自粛等の影響を受け機器設備、デジタルサイネージ関連製品が

伸び悩みました。

太陽光発電事業では、三重県内で３か所の太陽光発電所が稼働しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は16,244百万円(前年同四半期比2.1％減)、営業利益は

4,052百万円(前年同四半期比25.0％増)、経常利益は4,053百万円(前年同四半期比24.6％増)、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は2,801百万円(前年同四半期比26.1％増)となりました。

①エレクトロニクス関連事業

当セグメントにおいては、売上高は15,598百万円(前年同四半期比1.0％減)、セグメント利益は4,383百万円

(前年同四半期比26.7％増)となりました。

②グラフィックスソリューション事業

当セグメントにおいては、売上高は528百万円(前年同四半期比26.9％減)、セグメント利益は107百万円(前年

同四半期比32.3％減)となりました。

③太陽光発電事業

当セグメントにおいては、売上高は117百万円(前年同四半期比1.6％減)、セグメント利益は54百万円(前年同

四半期比0.8％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産の部)

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ180百万円増加し、34,920百万円と

なりました。これは主に受取手形及び売掛金が701百万円減少、リース債権及びリース投資資産が641百万円減少

したものの、現金及び預金が948百万円増加、仕掛品が660百万円増加したことによります。

(負債の部)

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,174百万円減少し、6,458百万円

となりました。これは主に未払金が602百万円減少、支払手形及び買掛金が489百万円減少したことによります。

(純資産の部)

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,354百万円増加し、28,462百万

円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益2,801百万円の計上及び配当金の支払1,436百万

円により利益剰余金が1,364百万円増加したことによります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2020年５月14日付「2020年３月期決算短信」にて公表いたしました通期の連結業

績予想から修正を行っておりません。なお、業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大による国内外の経済活動の更なる減速、主要顧客の設備投資の遅れ、顧客工場における稼

働率の大幅な低下などにより、今後の事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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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 6,004,956 6,953,068

受取手形及び売掛金 11,990,961 11,289,063

商品及び製品 580,698 699,361

仕掛品 980,850 1,641,840

原材料及び貯蔵品 1,613,636 1,620,318

その他 1,471,478 1,448,377

流動資産合計 22,642,582 23,652,029

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,023,617 3,933,713

その他（純額） 2,622,277 2,479,283

有形固定資産合計 6,645,895 6,412,996

無形固定資産

のれん 122,946 60,457

その他 53,110 53,761

無形固定資産合計 176,057 114,219

投資その他の資産

リース債権及びリース投資資産 3,933,419 3,383,323

差入保証金 603,421 608,687

その他 738,570 749,209

投資その他の資産合計 5,275,412 4,741,220

固定資産合計 12,097,365 11,268,436

資産合計 34,739,948 34,920,465

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,985,537 2,496,027

短期借入金 72,744 44,607

未払金 1,017,286 414,298

未払費用 285,593 325,400

未払法人税等 1,378,775 1,299,150

賞与引当金 496,964 510,996

その他 295,155 302,038

流動負債合計 6,532,057 5,392,519

固定負債

リース債務 679,945 600,757

退職給付に係る負債 318,955 361,051

資産除去債務 30,042 29,715

その他 71,706 74,292

固定負債合計 1,100,649 1,065,817

負債合計 7,632,707 6,458,337
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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 1,317,815 1,317,815

資本剰余金 1,598,482 1,598,482

利益剰余金 25,293,755 26,658,072

自己株式 △1,066,672 △1,066,672

株主資本合計 27,143,379 28,507,697

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △6,570 △3,927

為替換算調整勘定 △31,462 △43,442

退職給付に係る調整累計額 1,892 1,801

その他の包括利益累計額合計 △36,139 △45,568

純資産合計 27,107,240 28,462,128

負債純資産合計 34,739,948 34,920,465
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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 16,597,842 16,244,775

売上原価 12,004,310 10,848,622

売上総利益 4,593,531 5,396,153

販売費及び一般管理費 1,352,111 1,343,999

営業利益 3,241,420 4,052,153

営業外収益

受取利息 6,847 5,602

受取配当金 10,037 2,307

受取賃貸料 8,037 7,479

助成金収入 2,390 22,012

その他 6,141 5,628

営業外収益合計 33,454 43,031

営業外費用

支払利息 4,652 3,093

為替差損 13,165 35,797

不動産賃貸費用 2,066 2,041

その他 384 332

営業外費用合計 20,269 41,264

経常利益 3,254,605 4,053,921

特別利益

固定資産売却益 － 484

特別利益合計 － 484

特別損失

固定資産除売却損 2,176 2,554

投資有価証券評価損 6,500 －

特別損失合計 8,676 2,554

税金等調整前四半期純利益 3,245,928 4,051,851

法人税、住民税及び事業税 1,024,045 1,249,734

法人税等調整額 469 1,106

法人税等合計 1,024,515 1,250,840

四半期純利益 2,221,413 2,801,010

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,221,413 2,801,010
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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 2,221,413 2,801,010

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,047 2,642

為替換算調整勘定 △72,134 △11,980

退職給付に係る調整額 － △91

その他の包括利益合計 △68,087 △9,429

四半期包括利益 2,153,326 2,791,581

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,153,326 2,791,581

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 3,245,928 4,051,851

減価償却費 286,370 301,997

のれん償却額 61,787 60,850

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,542 △8,785

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,131 14,032

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 18,613 41,809

受取利息及び受取配当金 △16,884 △7,910

支払利息 4,652 3,093

為替差損益（△は益） 1,126 4,932

投資有価証券評価損益（△は益） 6,500 －

固定資産除売却損益（△は益） 2,176 2,069

売上債権の増減額（△は増加） 1,066,228 710,413

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,251,451 △787,730

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は
増加）

599,951 641,522

仕入債務の増減額（△は減少） △566,577 △488,129

その他 △806,752 △613,366

小計 5,185,161 3,926,649

利息及び配当金の受取額 10,807 7,875

利息の支払額 △4,450 △3,093

法人税等の支払額 △1,472,453 △1,432,920

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,719,064 2,498,511

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 － △688,380

定期預金の払戻による収入 － 79,508

有形固定資産の取得による支出 △194,875 △31,268

無形固定資産の取得による支出 △4,382 △6,885

その他 △13,033 △3,110

投資活動によるキャッシュ・フロー △212,291 △650,137

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） △2,088,895 △27,110

配当金の支払額 △1,334,072 △1,436,693

その他 △6,965 △31,451

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,429,933 △1,495,255

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39,024 △9,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 37,814 343,501

現金及び現金同等物の期首残高 2,472,129 5,870,276

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,509,945 6,213,777
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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。

（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）(新型コロナウイルス感染症の影響)に記載した新型コロナウ

イルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

（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及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
合計

エレクトロニクス
関連事業

グラフィックス
ソリューション事業

太陽光発電事業

売上高

外部顧客への売上高 15,755,318 722,754 119,769 16,597,842

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 15,755,318 722,754 119,769 16,597,842

セグメント利益 3,459,984 158,519 53,885 3,672,389

　

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

(単位：千円)

利 益 金 額

報告セグメント計 3,672,389

全社費用（注） △434,245

その他 3,276

四半期連結損益計算書の営業利益 3,241,420

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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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及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
合計

エレクトロニクス
関連事業

グラフィックス
ソリューション事業

太陽光発電事業

売上高

外部顧客への売上高 15,598,543 528,394 117,838 16,244,775

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 15,598,543 528,394 117,838 16,244,775

セグメント利益 4,383,234 107,322 54,301 4,544,858

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

(単位：千円)

利 益 金 額

報告セグメント計 4,544,858

全社費用（注） △495,535

その他 2,831

四半期連結損益計算書の営業利益 4,052,153

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。


