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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 1,719 △11.6 60 ― 69 ― 71 ―

2020年３月期第２四半期 1,944 0.7 4 △47.3 2 △78.4 0 △68.9
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 11百万円(△50.8％) 2020年３月期第２四半期 23百万円( ―％)
　

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 19.48 ―

2020年３月期第２四半期 0.11 ―

（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 3,745 2,188 37.6

2020年３月期 3,784 2,176 36.0
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 1,408百万円 2020年３月期 1,360百万円

　

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 0.00

2021年３月期 ― ―

2021年３月期(予想) ― ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2021年３月期の配当金につきましては、現時点では未定であります。

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 3,031 △19.6 5 ― 4 ― 37 ― 10.09
(注） 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正につきましては、本日(2020年11月11日）公表いたしました「業績予想に関するお知らせ」
をご覧ください。

　　



※ 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 3,673,320株 2020年３月期 3,673,320株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 7,096株 2020年３月期 6,926株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 3,666,273株 2020年３月期２Ｑ 3,666,433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２ページ「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の世界的な流行により社会・経済

活動が大きく制限され、景気は急速に悪化しました。緊急事態宣言解除後は持ち直しの動きが見られたものの、感

染症の再拡大もあり、極めて厳しい状況で推移しました。

このような経済状況のもと、当社グループは、コロナ禍において事業ごとに多様な状況で推移しました。食品事

業は安定した生産活動に取り組み、パスタの販売数量が伸びました。マット事業は前期より合理化を推進し海外生

産拠点の立て直しを図って参りましたが、自動車業界が低迷して販売数量は減少しました。産業資材事業は雑穀用

麻袋が輸入先であるインドのロックダウンにより需要時に供給できませんでした。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,719百万円（前年同四半期比11.6％減)、営業利益は60百万円

（前年同四半期は営業利益4百万円)、経常利益は69百万円（前年同四半期は経常利益2百万円)となり、親会社株主

に帰属する四半期純利益は71百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益0百万円)となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（産業資材事業）

黄麻商品は、インドの断続的なロックダウンの影響で生産稼働率の縮小や船積みに遅れが生じるなど先行きが

見通せない状況で推移しました。包装資材も国内の市場が低迷するなか、自動車向けや食糧用の包装資材の取扱

数量は限定的となりました。その結果、売上高は306百万円と前年同四半期と比べ76百万円（19.9％）の減収、営

業利益は4百万円と前年同四半期と比べ13百万円（73.0％）の減益となりました。

（マット事業）

日本国内及び海外の自動車用フロアマットの販売は、自動車メーカーの操業停止や販売の落ち込みに伴い売上

高は減少しました。その結果、売上高は692百万円と前年同四半期と比べ250百万円（26.5％）の減収、営業損失

は25百万円（前年同四半期は26百万円の営業損失）となりました。

（食品事業）

パスタは、新型コロナウイルス感染症が広まった４月から６月、量販店からの引き合いが増えるなど家庭用商

品の売上・利益が大きく伸びました。飲食店や学校給食向けなど業務用商品の売上は減少し未だ回復までには至

っていない現状です。レトルト商品も同様の傾向のなか、順調に推移しました。その結果、売上高は718百万円と

前年同四半期と比べ101百万円（16.5％）の増収、営業利益は79百万円と前年同四半期と比べ68百万円（632.2

％）の増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は3,745百万円、前連結会計年度末と比較して39百万円の減少となり

ました。主な要因は、現金及び預金の増加103百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少97百万円、投資有

価証券の減少11百万円、海外子会社の換算レートの変動による土地の減少13百万円があったためであります。

当第２四半期連結会計期間末における負債は1,556百万円、前連結会計年度末と比較して50百万円の減少となりま

した。主な要因は、長期借入金の増加63百万円はあったものの、支払手形及び買掛金の減少50百万円、社債の減少

25百万円、退職給付に係る負債の減少30百万円があったためであります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産は2,188百万円、前連結会計年度末と比較して11百万円の増加となり

ました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が71百万円増加したものの、為

替換算調整勘定が30百万円、非支配株主持分が35百万円それぞれ減少したことによるものであります。この結果、

自己資本比率は37.6％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の当社グループに対する影響を合理的に算出

することが困難なことから未定としておりましたが、直近の感染状況や経済動向を踏まえ、当第２四半期連結累計

期間の業績及び現時点において入手可能な情報に基づいて、業績予想を算定しました。

詳細につきましては、本日(2020年11月11日）公表いたしました「業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。
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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 648,879 752,205

受取手形及び売掛金 626,209 529,177

商品及び製品 210,099 230,877

仕掛品 176,986 176,164

原材料及び貯蔵品 242,592 236,178

その他 23,845 16,293

貸倒引当金 △181 △174

流動資産合計 1,928,431 1,940,721

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 236,403 226,038

土地 813,041 799,614

その他（純額） 95,677 86,991

有形固定資産合計 1,145,122 1,112,644

無形固定資産 23,351 20,718

投資その他の資産

投資有価証券 622,765 610,881

関係会社出資金 8,076 7,628

繰延税金資産 30,880 27,419

その他 98,978 98,529

貸倒引当金 △73,488 △73,488

投資その他の資産合計 687,212 670,968

固定資産合計 1,855,687 1,804,331

資産合計 3,784,119 3,745,052

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 331,155 280,297

短期借入金 30,000 30,000

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 142,436 143,636

未払法人税等 1,591 963

賞与引当金 14,900 49,824

その他 143,263 107,853

流動負債合計 713,346 662,574

固定負債

社債 340,000 315,000

長期借入金 283,721 347,386

繰延税金負債 48,549 45,153

退職給付に係る負債 193,970 163,264

長期預り保証金 1,500 1,500

その他 26,127 21,757

固定負債合計 893,868 894,060

負債合計 1,607,214 1,556,635
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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 100,000 100,000

資本剰余金 564,343 564,343

利益剰余金 630,697 702,132

自己株式 △5,343 △5,390

株主資本合計 1,289,697 1,361,084

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △55,721 △49,170

為替換算調整勘定 126,985 96,556

その他の包括利益累計額合計 71,264 47,386

非支配株主持分 815,941 779,946

純資産合計 2,176,904 2,188,417

負債純資産合計 3,784,119 3,745,052
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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 1,944,055 1,719,384

売上原価 1,582,985 1,319,902

売上総利益 361,069 399,482

販売費及び一般管理費 357,065 338,601

営業利益 4,003 60,881

営業外収益

受取利息 701 353

受取配当金 6,529 5,044

為替差益 1,050 8,572

その他 1,966 773

営業外収益合計 10,246 14,744

営業外費用

支払利息 4,102 4,113

持分法による投資損失 - 68

社債発行費 3,988 -

支払保証料 1,847 1,345

その他 1,469 927

営業外費用合計 11,407 6,454

経常利益 2,843 69,170

特別利益

投資有価証券売却益 - 404

特別利益合計 - 404

特別損失

固定資産除却損 - 398

投資有価証券評価損 1,060 931

特別損失合計 1,060 1,330

税金等調整前四半期純利益 1,783 68,245

法人税、住民税及び事業税 5,560 2,558

法人税等調整額 6,542 △1,152

法人税等合計 12,102 1,406

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,319 66,839

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △10,727 △4,594

親会社株主に帰属する四半期純利益 407 71,434
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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（△） △10,319 66,839

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,133 6,550

為替換算調整勘定 41,925 △61,449

持分法適用会社に対する持分相当額 - △379

その他の包括利益合計 33,792 △55,279

四半期包括利益 23,473 11,560

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 12,776 47,555

非支配株主に係る四半期包括利益 10,696 △35,995
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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）

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)

報告セグメント その他
(注)１

合計
産業資材事業 マット事業 食品事業 計

売上高

　外部顧客への売上高 383,476 942,741 616,202 1,942,420 1,635 1,944,055

　セグメント間の
　内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 383,476 942,741 616,202 1,942,420 1,635 1,944,055

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

18,341 △26,532 10,897 2,706 1,297 4,003

(注)１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

２.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△)であります。

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 その他
(注)１

合計
産業資材事業 マット事業 食品事業 計

売上高

　外部顧客への売上高 306,984 692,606 718,176 1,717,767 1,616 1,719,384

　セグメント間の
　内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 306,984 692,606 718,176 1,717,767 1,616 1,719,384

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

4,943 △25,136 79,784 59,591 1,289 60,881

(注)１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

２.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△)であります。

（追加情報）

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）

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定

に重要な変更はありません。

　


