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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 4,450 16.4 130 ― 138 ― 81 ―

2020年３月期第２四半期 3,823 △5.3 △70 ― △70 ― △96 ―
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 △26百万円( ―％) 2020年３月期第２四半期 △143百万円( ―％)
　

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 59.46 ―

2020年３月期第２四半期 △69.82 ―
　

　

（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 9,131 3,940 43.2

2020年３月期 9,900 4,035 40.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 3,940百万円 2020年３月期 4,035百万円
　
　
　

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 ― ― ― 50.00 50.00

2021年３月期 ― ―

2021年３月期(予想) ― 30.00 30.00

(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 9,050 △8.3 260 △50.7 265 △50.2 160 △43.1 116.33
(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)

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 1,425,000株 2020年３月期 1,425,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 49,617株 2020年３月期 49,617株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 1,375,383株 2020年３月期２Ｑ 1,375,437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、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、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の世界的な感染拡大の影響により、

様々な経済活動が制限され企業業績や個人消費に多大な影響が及んでおります。政府による緊急事態宣言解除後

に経済活動が再開されたものの収束の見通しは立っておらず、影響が長期化することが懸念されております。

このような経営環境の中、当社グループは新型コロナウイルスの感染防止に万全の注意を払いながら営業活

動・生産活動を展開した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は44億50百万円（前年同四半期比６億26百万

円、16.4％増）となり、受注高は66億47百万円（前年同四半期比10億34百万円、13.5％減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

［電気機器製造販売事業］

電気機器製造販売事業の売上高は43億76百万円（前年同四半期比６億27百万円、16.7％増）となり、受注高

は66億47百万円（前年同四半期比10億34百万円、13.5％減）となりました。

主力の鉄道関連事業につきましては、主に新幹線車両用電気機器及び国内通勤近郊電車等の車両需要向けを

中心に受注活動を展開した結果、売上高は33億77百万円（前年同四半期比４億35百万円、14.8％増）となり、

受注高は44億15百万円（前年同四半期比19億３百万円、30.1％減）となりました。

自動車関連事業につきましては、各高速道路会社等に対し車載標識車を中心とする受注活動を展開した結

果、売上高は８億70百万円（前年同四半期比１億76百万円、25.4％増）となり、受注高は21億53百万円（前年

同四半期比８億85百万円、69.9％増）となりました。

船舶等関連事業につきましては、防衛省関連等への出荷を中心に受注活動を展開した結果、売上高は１億28

百万円（前年同四半期比16百万円、14.5％増）となり、受注高は78百万円（前年同四半期比16百万円、17.4％

減）となりました。

［不動産関連事業］

不動産関連事業につきましては、各賃貸マンションが堅調な売上を維持しており、売上高は73百万円（前年

同四半期比１百万円、1.5％減）となりました。

利益につきましては、主に国内通勤近郊電車や新幹線向け電気機器を中心に売上高が増加したことに加え、生

産性向上に努めたことにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は１億30百万円（前年同四半期は営業損失

70百万円)、経常利益は１億38百万円（前年同四半期は経常損失70百万円）となり、親会社株主に帰属する四半

期純利益は81百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失96百万円）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

（流動資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.7％減少し、62億12百万円となりました。これは、主として電子記

録債権が70百万円、たな卸資産が３億61百万円増加し、現金及び預金が３億52百万円、受取手形及び売掛金が

５億96百万円減少したこと等によります。

（固定資産）

固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.8％減少し、29億18百万円となりました。これは、主として投資有

価証券が１億45百万円減少したこと等によります。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて7.8％減少し、91億31百万円となりました。

（流動負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.2％減少し、41億49百万円となりました。これは、主として支払

手形及び買掛金が１億32百万円、電子記録債務が１億30百万円増加し、短期借入金が４億80百万円、未払法人

税等が１億63百万円、その他のうち未払消費税が１億10百万円減少したこと等によります。

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末に比べて12.8％減少し、10億41百万円となりました。これは、主として長期

借入金が87百万円減少したこと等によります。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて11.5％減少し、51億91百万円となりました。
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（純資産）

株主資本は、前連結会計年度末に比べて0.4％増加し、35億80百万円となりました。これは、主として利益剰

余金が13百万円増加したこと等によります。

その他の包括利益累計額合計は、前連結会計年度末に比べて23.1％減少し、３億59百万円となりました。こ

れは、主としてその他有価証券評価差額金が１億円減少したこと等によります。

この結果、純資産合計は前連結会計年度末に比べて2.4％減少し、39億40百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計

年度末に比べ３億52百万円減少し、５億63百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は３億80百万円（前年同四半期は５億19百万円の使用）となりました。

この主な要因は、収入については税金等調整前四半期純利益１億37百万円、減価償却費１億60百万円、売上

債権の減少額５億24百万円、仕入債務の増加額２億63百万円であり、支出についてはたな卸資産の増加額３億

63百万円、未払消費税等の減少額１億10百万円等により、キャッシュ・フローが増加したことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は74百万円（前年同四半期は１億６百万円の使用）となりました。

この主な要因は、支出について無形固定資産の取得による支出49百万円等により、キャッシュ・フローが減

少したことによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は６億53百万円（前年同四半期は１億50百万円の使用）となりました。

この主な要因は、支出について、短期借入金の純減少額４億50百万円、長期借入金の返済による支出１億17

百万円、配当金の支払額68百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 現時点においては、2020年５月15日に公表いたしました2021年３月期の業績予想に変更はありません。
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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 1,155,204 803,091

受取手形及び売掛金 2,926,433 2,329,893

電子記録債権 610,899 680,945

商品及び製品 170,118 141,984

仕掛品 1,394,472 1,749,186

原材料及び貯蔵品 452,226 486,896

その他 23,528 20,229

流動資産合計 6,732,884 6,212,228

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,906,042 2,908,188

減価償却累計額 △1,503,099 △1,537,324

建物及び構築物（純額） 1,402,942 1,370,864

土地 63,720 63,720

その他 667,341 630,306

減価償却累計額 △475,408 △462,723

その他（純額） 191,932 167,582

有形固定資産合計 1,658,596 1,602,168

無形固定資産 359,401 315,462

投資その他の資産

投資有価証券 1,074,018 928,748

その他 75,131 72,542

投資その他の資産合計 1,149,149 1,001,290

固定資産合計 3,167,147 2,918,921

資産合計 9,900,031 9,131,149
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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 1,244,181 1,376,781

電子記録債務 690,958 821,415

短期借入金 2,014,228 1,534,228

未払法人税等 225,909 62,624

賞与引当金 150,900 157,000

役員賞与引当金 30,000 -

その他 314,609 197,538

流動負債合計 4,670,786 4,149,588

固定負債

長期借入金 761,275 674,161

繰延税金負債 128,526 88,820

その他 304,237 278,479

固定負債合計 1,194,039 1,041,460

負債合計 5,864,825 5,191,048

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,272 897,272

利益剰余金 1,692,523 1,705,530

自己株式 △70,620 △70,620

株主資本合計 3,567,675 3,580,682

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 463,038 362,798

為替換算調整勘定 4,492 △3,379

その他の包括利益累計額合計 467,531 359,418

純資産合計 4,035,206 3,940,101

負債純資産合計 9,900,031 9,131,149
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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 3,823,980 4,450,261

売上原価 3,355,575 3,772,647

売上総利益 468,404 677,614

販売費及び一般管理費 539,384 546,996

営業利益又は営業損失（△） △70,980 130,618

営業外収益

受取利息 24 24

受取配当金 8,601 8,143

受取補償金 - 5,213

雑収入 6,675 6,375

営業外収益合計 15,300 19,757

営業外費用

支払利息 11,591 10,419

為替差損 3,315 1,318

雑損失 0 28

営業外費用合計 14,906 11,767

経常利益又は経常損失（△） △70,586 138,608

特別利益

固定資産売却益 80 -

特別利益合計 80 -

特別損失

固定資産除却損 7,866 1,157

投資有価証券評価損 28,296 -

ゴルフ会員権評価損 2,550 -

特別損失合計 38,712 1,157

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（△）

△109,218 137,450

法人税、住民税及び事業税 3,406 50,160

法人税等調整額 △16,587 5,513

法人税等合計 △13,180 55,674

四半期純利益又は四半期純損失（△） △96,037 81,776

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

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（△）

△96,037 81,776
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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（△） △96,037 81,776

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △39,490 △100,240

為替換算調整勘定 △7,478 △7,872

その他の包括利益合計 △46,968 △108,112

四半期包括利益 △143,006 △26,336

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △143,006 △26,336

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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△109,218 137,450

減価償却費 152,158 160,094

受取利息及び受取配当金 △8,625 △8,167

支払利息 11,591 10,419

売上債権の増減額（△は増加） 17,073 524,993

たな卸資産の増減額（△は増加） △773,024 △363,477

仕入債務の増減額（△は減少） 308,715 263,428

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,400 6,100

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 △30,000

投資有価証券評価損益（△は益） 28,296 -

固定資産除売却損益（△は益） 7,786 1,157

ゴルフ会員権評価損 2,550 -

その他の営業外損益（△は益） △216 △201

未収消費税等の増減額（△は増加） △38,972 △6,882

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,516 △110,597

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,512 10,057

その他の流動負債の増減額（△は減少） △49,801 △4,392

その他 8,027 △910

小計 △493,089 589,071

利息及び配当金の受取額 8,625 8,167

利息の支払額 △11,413 △9,995

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △24,017 △206,828

営業活動によるキャッシュ・フロー △519,894 380,414

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 △240,000 △240,000

定期預金の払戻による収入 240,000 240,000

有形固定資産の取得による支出 △18,530 △21,687

有形固定資産の売却による収入 80 -

無形固定資産の取得による支出 △84,791 △49,736

有形固定資産の除却による支出 △3,397 △1,157

投資有価証券の取得による支出 △186 △190

預り保証金の返還による支出 - △2,220

投資その他の資産の増減額（△は増加） △38 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,863 △74,970

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） - △450,000

長期借入金の返済による支出 △111,254 △117,114

リース債務の返済による支出 △44,044 △47,474

セール・アンド・リースバックによる収入 46,063 29,211

自己株式の取得による支出 △125 -

配当金の支払額 △40,971 △68,376

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,332 △653,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,009 △3,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △780,099 △352,113

現金及び現金同等物の期首残高 1,410,339 915,204

現金及び現金同等物の四半期末残高 630,239 563,091
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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）

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)

　該当事項はありません。

（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)

電気機器
製造販売事業

不動産
関連事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 3,749,296 74,683 3,823,980 ― 3,823,980

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,749,296 74,683 3,823,980 ― 3,823,980

セグメント利益又は損失(△) △24,169 36,396 12,226 △83,207 △70,980

(注) １. セグメント利益又は損失(△)の調整額△83,207千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

83,207千円が含まれております。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。

２. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

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の金額に関する情報

(単位：千円)

電気機器
製造販売事業

不動産
関連事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 4,376,672 73,589 4,450,261 ― 4,450,261

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,376,672 73,589 4,450,261 ― 4,450,261

セグメント利益 178,492 36,287 214,779 △84,161 130,618

(注) １. セグメント利益の調整額△84,161千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△84,161千円が含

まれております。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。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　


