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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 99,106 0.7 2,490 15.0 2,612 30.9 1,786 37.8

2020年３月期第３四半期 98,462 △5.3 2,165 △16.8 1,995 △5.1 1,296 △15.1
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 1,737百万円( 25.4％) 2020年３月期第３四半期 1,384百万円(△20.1％)
　

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３四半期 177.68 ―

2020年３月期第３四半期 127.05 ―
　

　

（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３四半期 85,519 28,036 32.0

2020年３月期 76,539 27,141 34.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 27,343百万円 2020年３月期 26,476百万円
　　　

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 ― 40.00 ― 50.00 90.00

2021年３月期 ― 40.00 ―

2021年３月期(予想) 68.00 108.00
(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 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 ％ 円 銭

通期 138,000 1.9 4,100 14.7 2,700 18.0 269.36
(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
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

(注) 詳細は、添付資料８ページ「四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。
　

（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３Ｑ 10,445,500株 2020年３月期 10,445,500株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 369,854株 2020年３月期 421,568株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 10,053,945株 2020年３月期３Ｑ 10,203,406株

　
(注) 当社は、役員報酬BIP信託及び信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）を導入しており、各信託が

所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

　

※ 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。業績予想に関する事項等については、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3四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影響による落ち込みから持ち直し

の動きが見られるものの、感染の再拡大により先行きが不透明な状況にあり、依然として厳しい状況となりまし

た。

このような状況のもと、当社グループにおける当第3四半期連結累計期間の経営成績については、売上高99,106百

万円（前年同期比0.7％増）、営業利益2,490百万円（前年同期比15.0％増）、経常利益2,612百万円（前年同期比

30.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益1,786百万円（前年同期比37.8％増）となりました。

当社グループにおける報告セグメントに係る経営成績については、次のとおりであります。

（半導体及び電子デバイス事業）

半導体市場は需要の好転が見受けられ、中国における生産水準も回復しております。このような事業環境のもと、

当社グループが取り扱う産業機器向け製品の販売が順調に推移したほか、車載向け製品の需要も回復してきたこと

に加え、顧客商権の拡大も概ね当初の見通しに基づき進捗したことなどから、当第3四半期連結累計期間は外部顧客

への売上高83,614百万円（前年同期比1.4％増）、セグメント利益（経常利益）1,068百万円（前年同期比34.9％

増）となりました。

（コンピュータシステム関連事業）

コロナ禍においてリモートワークの活用が進むなど、ストレージやセキュリティ製品に対する需要は増しており

ます。その一方、当社では2020年2月21日に公表した主要取引先との販売代理店契約解消の影響もあり、当第3四半

期連結累計期間は外部顧客への売上高15,492百万円（前年同期比3.1％減）となりましたが、ネットワーク及びスト

レージ関連機器販売に付随する運用・保守サービスが好調に推移したことなどによりセグメント利益（経常利益）

は1,544百万円（前年同期比28.3％増）となりました。

（2）財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は85,519百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,980百万円の増加

となりました。これは主に、たな卸資産や売上債権が増加したことによります。負債総額は57,483百万円となり、

前連結会計年度末に比べ8,084百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金や短期借入金が増加したことに

よります。また、純資産は28,036百万円となり、前連結会計年度末に比べ895百万円の増加となりました。以上の結

果、自己資本比率は32.0％となり、前連結会計年度末に比べ2.6ポイント低下いたしました。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後も経済活動の再開や半導体に対する需要の拡大が見込まれるものの、新型コロナウイルス感染症の再拡大な

ど不透明な状況が続いていることを踏まえ、前回（2020年4月28日）公表の通期連結業績予想は変更せず、据え置く

ことといたしました。
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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：百万円)

前連結会計年度
(2020年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,492 4,971

受取手形及び売掛金 32,874 34,362

電子記録債権 1,869 2,123

商品及び製品 20,965 26,324

その他 8,479 10,003

貸倒引当金 △12 △6

流動資産合計 68,668 77,780

固定資産

有形固定資産 1,952 1,822

無形固定資産 1,806 1,729

投資その他の資産

退職給付に係る資産 55 104

その他 4,102 4,129

貸倒引当金 △47 △47

投資その他の資産合計 4,111 4,186

固定資産合計 7,870 7,738

資産合計 76,539 85,519
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 9,982 8,730

短期借入金 6,681 9,681

1年内返済予定の長期借入金 3,040 3,540

前受金 7,687 10,307

賞与引当金 1,214 670

その他 2,447 2,245

流動負債合計 31,054 35,176

固定負債

長期借入金 9,604 13,429

退職給付に係る負債 7,839 7,942

その他 899 935

固定負債合計 18,344 22,306

負債合計 49,398 57,483

純資産の部

株主資本

資本金 2,495 2,495

資本剰余金 5,645 5,645

利益剰余金 19,129 19,975

自己株式 △944 △817

株主資本合計 26,325 27,298

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 29 65

繰延ヘッジ損益 △57 △31

為替換算調整勘定 137 1

退職給付に係る調整累計額 40 8

その他の包括利益累計額合計 150 45

非支配株主持分 665 692

純資産合計 27,141 28,036

負債純資産合計 76,539 85,519
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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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2019年 4月 1日
　至 2019年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2020年 4月 1日
　至 2020年12月31日)

売上高 98,462 99,106

売上原価 84,343 85,058

売上総利益 14,118 14,047

販売費及び一般管理費

給料及び手当 4,856 4,992

賞与引当金繰入額 491 609

退職給付費用 619 485

その他 5,985 5,469

販売費及び一般管理費合計 11,953 11,556

営業利益 2,165 2,490

営業外収益

持分法による投資利益 34 57

為替差益 - 44

その他 88 94

営業外収益合計 122 196

営業外費用

支払利息 80 56

為替差損 180 -

その他 31 18

営業外費用合計 292 75

経常利益 1,995 2,612

特別利益

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 2 8

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 0 0

関係会社清算損 5 -

持分変動損失 - 19

特別損失合計 9 29

税金等調整前四半期純利益 1,986 2,584

法人税等 618 741

四半期純利益 1,367 1,842

非支配株主に帰属する四半期純利益 71 56

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,296 1,786
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四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2019年 4月 1日
　至 2019年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2020年 4月 1日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 1,367 1,842

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 19 35

繰延ヘッジ損益 △40 26

為替換算調整勘定 △34 △128

退職給付に係る調整額 72 △31

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △7

その他の包括利益合計 17 △105

四半期包括利益 1,384 1,737

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,313 1,680

非支配株主に係る四半期包括利益 71 56
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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3四半期連結累計期間

(自 2019年 4月 1日
　至 2019年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2020年 4月 1日
　至 2020年12月31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 1,986 2,584

減価償却費及びその他の償却費 416 427

のれん償却額 26 26

賞与引当金の増減額（△は減少） △885 △541

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 158 28

支払利息 80 56

為替差損益（△は益） 152 △153

売上債権の増減額（△は増加） 3,354 △2,001

たな卸資産の増減額（△は増加） △434 △5,478

仕入債務の増減額（△は減少） 195 △1,190

未払金の増減額（△は減少） 362 280

前受金の増減額（△は減少） 1,891 2,624

未収消費税等の増減額（△は増加） △384 △657

未収入金の増減額（△は増加） 245 △24

前払費用の増減額（△は増加） △864 △781

持分変動損益（△は益） - 19

その他 △65 45

小計 6,236 △4,735

利息及び配当金の受取額 14 19

利息の支払額 △80 △56

法人税等の支払額 △960 △1,004

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,209 △5,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △376 △272

無形固定資産の取得による支出 △50 △64

関係会社の清算による収入 44 -

その他 △15 △27

投資活動によるキャッシュ・フロー △398 △364

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） 262 3,154

長期借入れによる収入 - 7,000

長期借入金の返済による支出 △2,142 △2,675

自己株式の処分による収入 106 127

配当金の支払額 △971 △903

非支配株主への配当金の支払額 △20 △28

その他 △30 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,796 6,638

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,009 469

現金及び現金同等物の期首残高 3,534 4,218

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

70 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,614 4,687
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症について、今後の収束時期等を正確に予想することは困難な状況にあります。この

ような状況の中、当社グループは前連結会計年度末後の経営状況等を勘案して会計上の見積りを行っております

が、現時点においてその基礎となる仮定に重要な変更はありません。
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（セグメント情報）

　Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31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
四半期連結損益
計算書計上額

(注)
半導体及び
電子デバイス

事業

コンピュータ
システム関連

事業
計

売上高

　外部顧客への売上高 82,475 15,986 98,462 ─ 98,462

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 82,475 15,986 98,462 ─ 98,462

セグメント利益 791 1,203 1,995 ─ 1,995

　
(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31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
四半期連結損益
計算書計上額

(注)
半導体及び
電子デバイス

事業

コンピュータ
システム関連

事業
計

売上高

　外部顧客への売上高 83,614 15,492 99,106 ─ 99,106

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

83 ─ 83 △83 ─

計 83,697 15,492 99,190 △83 99,106

セグメント利益 1,068 1,544 2,612 ─ 2,612

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。
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3．その他

（1）仕入、受注及び販売の状況

　① 仕入実績

当第3四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 仕入高 (百万円) 前年同四半期比 (％)

半導体及び電子デバイス事業 78,675 8.3

コンピュータシステム関連事業 11,640 △3.6

合計 90,315 6.6

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

当第3四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
受注高
(百万円)

前年同四半期比
(％)

受注残高
(百万円)

前年同四半期比
(％)

半導体及び電子デバイス事業 90,577 7.9 30,815 29.7

コンピュータシステム関連事業 19,700 △1.7 18,889 21.8

合計 110,278 6.1 49,704 26.6

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当第3四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高 (百万円) 前年同四半期比 (％)

半導体及び電子デバイス事業 83,614 1.4

コンピュータシステム関連事業 15,492 △3.1

合計 99,106 0.7

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


