
2021年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年11月12日

上 場 会 社 名 オーウエル株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 7670 URL http://www.owell.co.jp/

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 飛戸 克治

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 (氏名) 大野 善崇 (TEL)06-6473-0138

四半期報告書提出予定日 2020年11月12日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有 (機関投資家、アナリスト向け)
　

(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 24,685 △22.8 △437 － △331 － △222 －

2020年３月期第２四半期 31,970 － 393 － 463 － 310 －
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 3,012百万円( 234.4％) 2020年３月期第２四半期 900百万円( 213.8％)

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 △21.50 －

2020年３月期第２四半期 30.05 －
(注) 2019年３月期第２四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、

2020年３月期第２四半期の対前年四半期増減率を記載しておりません。

　

（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 42,152 20,225 47.7

2020年３月期 41,629 17,337 41.4
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 20,106百万円 2020年３月期 17,214百万円
　

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 － 12.00 22.00

2021年３月期 － 0.00

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月期の中間配当につきましては無配、期末配当予想につきましては、現時点では未定とさせていただきます。
　 詳細につきましては、11月12日発表の「剰余金の配当（中間配当無配）に関するお知らせ」をご参照ください。

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 54,500 △15.5 △80 － 100 △89.1 40 △92.3 3.87
(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 10,500,000株 2020年３月期 10,500,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 154,377株 2020年３月期 156,985株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 10,343,713株 2020年３月期２Ｑ 10,343,043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感染症拡大により、政府が2020年4月に緊急

事態宣言を発出し、経済活動が大きく制約されました。緊急事態宣言は、2020年5月25日に解除となり、経済活動が再

開され、徐々に動き始めたものの、新型コロナウイルス感染症拡大以前の状態にまで回復するには、多くの時間を要

すると思われます。海外経済も同様に、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影響により、世界経済は大幅に

落ち込みました。今後の国内外の景気動向は、新型コロナウイルス感染症の影響に左右されるため、不透明な状況が

続いていくと推測されます。

当社グループはこのような状況の中においても、当社グループのコア事業である塗料関連事業と電気・電子部品事

業のシナジーを高め、お客様の課題解決に的を絞り、新型コロナウイルス感染症拡大の収束後の世界にも通用する価

値を提供して、新たな需要を創造していくとともに、やりがいと誇りを持てる企業となるべく、努めてまいりまし

た。

その結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は24,685百万円(前年同期比

22.8％減)、営業損失は437百万円(前年同期は営業利益393百万円)、経常損失は331百万円(前年同期は経常利益463百

万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は222百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益310百万円)と

なりました。

塗料関連事業では、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言発令により、主たるお客様である自動車メ

ーカーの生産停止や生産減がありました。また、緊急事態宣言が解除されて以降、主たるお客様である自動車メーカ

ーやその他の産業のお客様における生産は、緩やかに持ち直してきているものの、前第２四半期累計期間と比べ、生

産が減少したことから、売上は減少しました。

その結果、塗料関連事業の売上高は19,043百万円(前年同期比21.9％減)、セグメント利益は444百万円(前年同期比

60.5％減)となりました。

電気・電子部品事業では、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言発令により、主たるお客様である自

動車メーカーの生産停止やその他の産業のお客様の生産減がありました。また、緊急事態宣言が解除されて以降、主

たるお客様である自動車メーカーにおける生産は、緩やかに持ち直してきているものの、前第２四半期累計期間と比

べ、生産が減少し、主要商品であるホールICや車載モジュールなどの出荷が減少した結果、売上が減少しました。

その結果、電気・電子部品事業の売上高は5,642百万円(前年同期比25.6％減)、セグメント利益は4百万円(前年同期

比96.1％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 (流動資産)

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末の28,144百万円に比べ4,391百万円

(15.6％)減少し、23,753百万円となりました。その主な内訳は、たな卸資産が93百万円増加し、現金及び預金が

1,168百万円、受取手形及び売掛金が2,372百万円、電子記録債権が678百万円それぞれ減少したことによるもので

あります。

(固定資産)

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末の13,485百万円に比べ4,914百万円

(36.4％)増加し、18,399百万円となりました。その主な内訳は、建物及び構築物が171百万円、投資有価証券が

4,755百万円、退職給付に係る資産が48百万円それぞれ増加し、建設仮勘定が89百万円減少したことによるもので

あります。

　



オーウエル株式会社(7670) 2021年３月期 第２四半期決算短信

3

(流動負債)

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末の19,909百万円に比べ3,767百万円

(18.9％)減少し、16,142百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金が3,221百万円、短期借入金

が184百万円、その他が324百万円減少したことによるものであります。

(固定負債)

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末の4,382百万円に比べ1,402百万円

(32.0％)増加し、5,784百万円となりました。その主な内訳は、繰延税金負債が1,393百万円増加したことによるも

のであります。

(純資産)

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末の17,337百万円に比べ2,888百万円

(16.7％)増加し、20,225百万円となりました。その主な内訳は、その他有価証券評価差額金が3,274百万円増加し

たことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年８月６日に開示いたしました「2021年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載した連結業績

予想数値から、変更はありません。

なお、2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、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き、公表しております。今後の事業動向を踏まえ、業績予

想の修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。
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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：百万円)

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 4,474 3,305

受取手形及び売掛金 14,151 11,779

電子記録債権 3,857 3,178

たな卸資産 5,033 5,127

その他 640 374

貸倒引当金 △13 △12

流動資産合計 28,144 23,753

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,245 1,417

機械装置及び運搬具（純額） 83 97

工具、器具及び備品（純額） 86 86

土地 1,968 1,968

リース資産（純額） 55 85

建設仮勘定 89 －

有形固定資産合計 3,529 3,655

無形固定資産

ソフトウエア 74 59

のれん 22 16

その他 42 42

無形固定資産合計 139 117

投資その他の資産

投資有価証券 9,275 14,031

長期貸付金 97 88

退職給付に係る資産 29 78

繰延税金資産 96 112

その他 385 383

貸倒引当金 △68 △67

投資その他の資産合計 9,816 14,626

固定資産合計 13,485 18,399

資産合計 41,629 42,152
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(単位：百万円)

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 15,643 12,421

短期借入金 2,021 1,836

1年内返済予定の長期借入金 500 500

未払法人税等 108 62

賞与引当金 430 439

品質保証引当金 81 80

その他 1,125 800

流動負債合計 19,909 16,142

固定負債

長期借入金 1,850 1,850

退職給付に係る負債 163 173

役員退職慰労引当金 85 88

繰延税金負債 1,996 3,390

資産除去債務 45 45

その他 242 236

固定負債合計 4,382 5,784

負債合計 24,291 21,927

純資産の部

株主資本

資本金 857 857

資本剰余金 760 760

利益剰余金 10,940 10,593

自己株式 △87 △86

株主資本合計 12,470 12,125

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,859 8,133

繰延ヘッジ損益 △3 △13

為替換算調整勘定 △2 △43

退職給付に係る調整累計額 △109 △95

その他の包括利益累計額合計 4,743 7,981

非支配株主持分 123 119

純資産合計 17,337 20,225

負債純資産合計 41,629 42,152
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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：百万円)
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 31,970 24,685

売上原価 27,941 21,707

売上総利益 4,029 2,977

販売費及び一般管理費 3,635 3,415

営業利益又は営業損失（△） 393 △437

営業外収益

受取利息 1 2

受取配当金 117 88

持分法による投資利益 3 －

助成金収入 － 31

その他 16 14

営業外収益合計 139 136

営業外費用

支払利息 19 13

持分法による投資損失 － 0

為替差損 35 7

その他 14 9

営業外費用合計 70 31

経常利益又は経常損失（△） 463 △331

特別利益

受取保険金 － 68

特別利益合計 － 68

特別損失

固定資産除却損 5 6

特別損失合計 5 6

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（△）

457 △269

法人税、住民税及び事業税 161 21

法人税等調整額 △17 △67

法人税等合計 143 △45

四半期純利益又は四半期純損失（△） 313 △223

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

2 △1

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（△）

310 △222
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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：百万円)
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（△） 313 △223

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 635 3,274

繰延ヘッジ損益 △11 △9

為替換算調整勘定 △35 △40

退職給付に係る調整額 △0 13

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △1

その他の包括利益合計 587 3,236

四半期包括利益 900 3,012

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 896 3,014

非支配株主に係る四半期包括利益 4 △2
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
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（△）

457 △269

減価償却費 97 110

のれん償却額 6 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） 20 9

品質保証引当金の増減額（△は減少） 12 △0

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） △41 △18

長期未払金の増減額（△は減少） 1 △27

受取利息及び受取配当金 △119 △90

支払利息 19 13

持分法による投資損益（△は益） △3 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,046 3,023

たな卸資産の増減額（△は増加） △633 △109

仕入債務の増減額（△は減少） △2,920 △3,192

受取保険金 － △68

その他 259 △23

小計 △1,800 △640

利息及び配当金の受取額 122 92

利息の支払額 △20 △13

法人税等の支払額 △216 △82

保険金の受取額 － 68

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,914 △576

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △44 △40

固定資産の取得による支出 △182 △197

短期貸付金の純増減額（△は増加） 6 1

長期貸付けによる支出 △3 △3

長期貸付金の回収による収入 11 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △213 △229

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） 79 △182

リース債務の返済による支出 △16 △19

配当金の支払額 △206 △124

自己株式の取得による支出 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △144 △325

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38 △37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,311 △1,168

現金及び現金同等物の期首残高 6,964 4,474

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,652 3,305
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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。

（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：百万円)

報告セグメント
調整額
（注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２塗料関連事業
電気・電子部品

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 24,388 7,581 31,970 － 31,970

セグメント間の内部売上高
又は振替高

25 242 267 △267 －

計 24,414 7,823 32,238 △267 31,970

セグメント利益 1,124 102 1,226 △832 393

（注）１．セグメント利益の調整額△832百万円は、主に各報告セグメントに配分していない会社の本社部門に係る費

用であります。

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。

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：百万円)

報告セグメント
調整額
（注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２塗料関連事業
電気・電子部品

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 19,043 5,642 24,685 － 24,685

セグメント間の内部売上高
又は振替高

22 183 205 △205 －

計 19,065 5,825 24,891 △205 24,685

セグメント利益又は損失(△) 444 4 448 △886 △437

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△886百万円は、主に各報告セグメントに配分していない会社の本社部門

に係る費用であります。

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。

　


