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1. 2021年6月期第1四半期の連結業績（2020年7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6月期第1四半期 1,086 △23.4 △84 ― △72 ― △136 ―

2020年6月期第1四半期 1,417 △8.8 △18 ― △18 ― △16 ―

（注）包括利益 2021年6月期第1四半期　　△138百万円 （―％） 2020年6月期第1四半期　　△16百万円 （―％）

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6月期第1四半期 △82.26 ―

2020年6月期第1四半期 △9.89 ―

(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6月期第1四半期 10,591 5,340 50.4

2020年6月期 10,009 5,512 55.1

（参考）自己資本 2021年6月期第1四半期 5,340百万円 2020年6月期 5,512百万円

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6月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2021年6月期 ―

2021年6月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

3. 2021年 6月期の連結業績予想（2020年 7月 1日～2021年 6月30日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 2,429 △14.6 △90 ― △81 ― △169 ― △102.07

通期 5,145 △3.2 112 464.2 122 386.8 1 △92.1 0.63

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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6月期1Q 1,660,000 株 2020年6月期 1,660,000 株

② 期末自己株式数 2021年6月期1Q 3,961 株 2020年6月期 3,961 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年6月期1Q 1,656,039 株 2020年6月期1Q 1,656,039 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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当たっての注意事項等につきましては、添付資料２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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦等の影響が続く中、新型コロナウイルス感染症

の影響により経済活動が停滞し、景気は極めて厳しい状況となりました。世界経済においても、同感染症の拡大に

より経済成長の低下が懸念され感染症の収束時期や景況の回復時期の見通しも予断を許さない状況となっていま

す。

また、一部で持ち直しの動きがみられるものの、当社はその影響を受けるまでには至っておらず依然として先行

　 きは不透明な状況が続くことが見込まれます。

このような状況のもとで当社グループは、感染症対策を適切に実施しつつ、受注活動の強化及び既存取引の見直

　 し並びに生産性の向上に努めました。

当社グループの当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、主力取引業界である産業工作機械関連、

自動車部品関連全般に受注が低調に推移したため、前年同四半期連結累計期間と比較して売上は減少しました。経

費面では、エネルギーコストや外注加工費は減少しましたが、売上の減少を吸収するには至らず、営業損失となり

ました。また、特別損失を計上しております。

当第１四半期連結累計期間の売上高は1,086百万円(前年同四半期比△23.4％減)、営業損失は△84百万円(前年同

四半期は△18百万円の営業損失)、経常損失は△72百万円(前年同四半期は△18百万円の経常損失)、親会社株主に

帰属する四半期純損失は△136百万円(前年同四半期は△16百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりま

した。

セグメントの業績は次のとおりであります。

① 金属熱処理加工事業

金属熱処理加工事業につきましては、主力取引業界である産業工作機械関連、自動車部品関連からの受注が新

型コロナウイルス感染症の影響等により低調に推移したため、前年同四半期連結累計期間と比較して売上は減少

しました。また、株式会社オーネックステックセンターの売上も前年同四半期連結累計期間と比較して減少しま

した。経費面では、エネルギーコストや外注加工費は減少しましたが、売上の減少を吸収するには至らず、営業

損失となりました。

売上高は945百万円(前年同四半期比△23.5％減)、セグメント損失は△87百万円(前年同四半期はセグメント損

失△38百万円)となりました。

② 運送事業

運送事業につきましては、収益向上のための取引見直し、配車の効率化及びエコドライブによる燃費の削減な

どに努めたものの新型コロナウイルス感染症の影響による受注減により売上高、セグメント利益ともに減少しま

した。

売上高は140百万円(前年同四半期比△22.3％減)、セグメント損失は△3百万円(前年同四半期はセグメント利
益1１百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

資産合計は、前連結会計年度末と比較して582百万円増加し、10,591百万円となりました。これは主に現金及び預

金が859百万円増加したことなどによるものです。

(負債)

負債合計は、前連結会計年度末と比較して754百万円増加し、5,251百万円となりました。これは主に長期借入金

が640百万円増加したことなどによるものです。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末と比較して171百万円減少し、5,340百万円となりました。これは利益剰余金が

△169百万円減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年6月期の業績予想につきましては、本日（2020年11月13日）「業績予想及び配当予想並びに特別損失の計上

に関するお知らせ」を公表いたしました。
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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６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,438,249 3,297,696

受取手形及び売掛金 953,173 931,895

電子記録債権 489,892 332,505

製品 25,152 13,664

仕掛品 20,749 29,779

原材料及び貯蔵品 94,776 93,085

その他 136,881 151,732

流動資産合計 4,158,873 4,850,359

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,174,161 1,130,848

機械装置及び運搬具（純額） 1,471,065 1,387,645

土地 2,275,851 2,244,229

リース資産（純額） 122,363 117,223

建設仮勘定 210 48,248

その他（純額） 208,900 191,128

有形固定資産合計 5,252,552 5,119,323

無形固定資産 50,738 50,579

投資その他の資産

投資有価証券 200,364 197,635

繰延税金資産 218,428 244,908

その他 128,027 128,945

貸倒引当金 △528 △528

投資その他の資産合計 546,291 570,959

固定資産合計 5,849,581 5,740,862

繰延資産 638 255

資産合計 10,009,094 10,591,478
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 85,715 99,164

電子記録債務 138,753 94,531

短期借入金 779,288 919,492

1年内償還予定の社債 15,000 10,000

未払金 108,209 182,363

未払費用 212,816 229,371

未払法人税等 13,609 11,437

賞与引当金 16,603 66,913

その他 347,966 229,845

流動負債合計 1,717,962 1,843,119

固定負債

社債 2,500 －

長期借入金 1,943,719 2,584,674

退職給付に係る負債 673,868 665,908

その他 158,932 157,480

固定負債合計 2,779,020 3,408,063

負債合計 4,496,982 5,251,183

純資産の部

株主資本

資本金 878,363 878,363

資本剰余金 713,431 713,431

利益剰余金 3,937,740 3,768,388

自己株式 △6,019 △6,019

株主資本合計 5,523,515 5,354,163

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △11,403 △13,868

その他の包括利益累計額合計 △11,403 △13,868

純資産合計 5,512,111 5,340,294

負債純資産合計 10,009,094 10,591,478
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年７月１日
　至 2019年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 1,417,143 1,086,030

売上原価 1,147,292 914,615

売上総利益 269,850 171,415

販売費及び一般管理費 288,723 255,917

営業損失（△） △18,872 △84,502

営業外収益

受取利息 585 585

受取配当金 1,041 675

受取賃貸料 1,843 1,718

スクラップ収入 1,522 1,328

その他 1,412 14,745

営業外収益合計 6,405 19,052

営業外費用

支払利息 4,738 5,626

支払手数料 859 879

その他 539 508

営業外費用合計 6,137 7,015

経常損失（△） △18,604 △72,465

特別利益

固定資産売却益 4,164 －

特別利益合計 4,164 －

特別損失

固定資産除却損 890 144

減損損失 － 80,751

特別損失合計 890 80,895

税金等調整前四半期純損失（△） △15,329 △153,360

法人税、住民税及び事業税 18,166 8,126

法人税等調整額 △17,109 △25,256

法人税等合計 1,056 △17,129

四半期純損失（△） △16,386 △136,230

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △16,386 △136,230
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年７月１日
　至 2019年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純損失（△） △16,386 △136,230

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △505 △2,465

その他の包括利益合計 △505 △2,465

四半期包括利益 △16,891 △138,696

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △16,891 △138,696

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。

（重要な後発事象）

長野工場の閉鎖について

　当社は、2020年10月19日開催の取締役会において、長野工場を閉鎖することを決議いたしました。

（1） 工場閉鎖の理由

　 当社は、強固な収益体質を確立することを重点課題として、経営資源の最適配置と経営の効率化を図る目的

に、保有資産の収益性の検証を進め、最適な活用方法を模索しながら収益源の確保を目指してまいりました。

しかしながら、昨年来から米中貿易摩擦による景気の下振れに加え、新型コロナウイルス感染症の世界的な

拡大により、産業工作機械関連、自動車部品関連からの受注が低調に推移し当社への影響も予想以上に深刻な

状況となりました。

　 そのため、長野工場における加工品目を同社の他工場に移管することで、生産高の維持に加え、移管先工場

における生産性の改善も可能になると判断し、同工場を閉鎖することといたしました。

（2） 長野工場の概要

　 ① 所在地 長野県上田市富士山2416番地10

　 ② 事業内容 金属熱処理加工

　 ③ 従業員数 28名

(3) 工場閉鎖の時期

　 2021年3月予定

(4) 業績に及ぼす影響

　 長野工場閉鎖に伴い特別損失を計上いたしました。

　


