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（百万円未満切捨て）

1. 2021年3月期第2四半期の業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

(1) 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 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 1,837 △19.5 37 △32.0 35 △29.1 34 △20.4

2020年3月期第2四半期 2,283 7.9 54 14.8 50 △3.7 43 22.4

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 5.76 ―

2020年3月期第2四半期 7.23 ―

(2) 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 3,412 1,814 53.2

2020年3月期 3,520 1,795 51.0

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 1,814百万円 2020年3月期 1,795百万円

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 ― 1.50 ― 2.50 4.00

2021年3月期 ― 2.00

2021年3月期（予想） ― 2.00 4.00

（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 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 4,100 △10.5 120 4.0 120 7.4 100 3.1 16.67

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 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

(3) 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 6,000,000 株 2020年3月期 6,000,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 60 株 2020年3月期 60 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 5,999,940 株 2020年3月期2Q 5,999,940 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P.2「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）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感染拡大により、４月に緊急事態

宣言が発出され、経済活動が制限されるなど厳しい状況にありました。５月の緊急事態宣言解除後には緩やかな

回復の兆しが見えたものの、依然として先行き不透明な状況にあります。

このような状況のもと、当社は、在宅勤務や各種感染拡大防止対策を実施し、事業活動を運営してまいりまし

た。営業活動においては、新規顧客開拓は徐々に訪問などの活動は出来たものの、医療機関などでは依然として

訪問制限などもあり大変厳しい状況でありました。また、生産面では、引き続き内製化促進や経費の抑制などを

行ってまいりました。

この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は1,837百万円（前年同四半期比19.5％減）、営業利益は37

百万円（前年同四半期比32.0％減）、経常利益は35百万円（前年同四半期比29.1％減）、四半期純利益は34百万

円（前年同四半期比20.4％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第２四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ74百万円減少し1,786百万円となりました。

これは主に受取手形及び売掛金が555百万円、関係会社短期貸付金が50百万円増加したこと、短期貸付を実施した

ことなどにより現金及び預金が662百万円減少したことなどによるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べ34百万円減少し1,625百万円となりました。これは主に有形固定資産が32百万

円減少したことなどによるものであります。

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ108百万円減少し3,412百万円となりました。

(負債)

当第２四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ138百万円減少し932百万円となりました。こ

れは主に支払手形及び買掛金が145百万円減少したことなどによるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べ10百万円増加し664百万円となりました。これは主に借り入れの実施により長

期借入金が25百万円増加したこと、退職給付引当金が10百万円減少したことなどによるものであります。

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ127百万円減少し1,597百万円となりました。

(純資産)

当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ18百万円増加し1,814百万円となりまし

た。これは主に利益剰余金が19百万円増加したことなどによるものであります。

この結果、自己資本比率は53.2％（前事業年度末は51.0％）となりました。

(キャッシュ・フローの状況の分析)

当第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動による資金の減少は、622百万円（前年同四半期は66百万円の増加）となりました。これは主に増加要

因として税引前当期純利益の計上35百万円、減価償却費の計上45百万円、たな卸資産の減少16百万円、減少要因と

して売上債権等の増加554百万円、仕入債務の減少145百万円などによるものであります。

投資活動による資金の減少は、62百万円（前年同四半期は711百万円の減少）となりました。これは主に関係会

社貸付けによる支出600百万円、有形固定資産の取得による支出10百万円、関係会社貸付金の回収による収入550百

万円などによるものであります。

財務活動による資金の増加は、23百万円（前年同四半期は８百万円の減少）となりました。これは、長期借入れ

による収入40百万円、配当金の支払額14百万円によるものであります。

この結果、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ662百万円減少し393百

万円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、2020年５月７日付の決算短信で公表いたしました業績予想値に変更はありませ

ん。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,055,454 393,451

受取手形及び売掛金 591,812 1,147,327

商品及び製品 137,943 129,290

仕掛品 9,051 8,128

原材料 57,779 50,917

関係会社短期貸付金 － 50,000

その他 9,172 8,531

貸倒引当金 △550 △1,131

流動資産合計 1,860,663 1,786,515

固定資産

有形固定資産

建物 1,520,344 1,524,061

減価償却累計額 △1,142,507 △1,151,104

建物（純額） 377,836 372,956

構築物 124,538 124,538

減価償却累計額 △98,265 △99,180

構築物（純額） 26,272 25,357

機械及び装置 1,782,114 1,783,129

減価償却累計額 △1,521,640 △1,541,341

機械及び装置（純額） 260,473 241,788

車両運搬具 4,115 4,449

減価償却累計額 △4,115 △4,150

車両運搬具（純額） 0 299

工具、器具及び備品 299,270 286,632

減価償却累計額 △250,215 △243,532

工具、器具及び備品（純額） 49,054 43,099

土地 881,366 881,366

建設仮勘定 3,169 590

有形固定資産合計 1,598,173 1,565,457

無形固定資産

ソフトウエア 24,721 23,606

その他 2,556 2,556

無形固定資産合計 27,277 26,162

投資その他の資産

投資有価証券 34,159 33,857

その他 2,046 2,013

貸倒引当金 △1,740 △1,708

投資その他の資産合計 34,465 34,162

固定資産合計 1,659,916 1,625,782

資産合計 3,520,580 3,412,298
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 933,973 788,359

1年内返済予定の長期借入金 － 13,332

未払法人税等 17,146 9,839

賞与引当金 24,871 27,504

その他 94,659 93,582

流動負債合計 1,070,651 932,617

固定負債

長期借入金 － 25,557

繰延税金負債 180,928 177,653

退職給付引当金 440,599 430,120

資産除去債務 160 －

その他 32,530 31,640

固定負債合計 654,217 664,970

負債合計 1,724,869 1,597,587

純資産の部

株主資本

資本金 376,800 376,800

資本剰余金 195,260 195,260

利益剰余金 1,213,775 1,233,305

自己株式 △29 △29

株主資本合計 1,785,805 1,805,335

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,905 9,374

評価・換算差額等合計 9,905 9,374

純資産合計 1,795,711 1,814,710

負債純資産合計 3,520,580 3,412,298
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 2,283,044 1,837,220

売上原価 1,861,238 1,446,168

売上総利益 421,805 391,051

販売費及び一般管理費 367,057 353,805

営業利益 54,748 37,246

営業外収益

受取利息 658 371

受取配当金 762 730

受取手数料 312 265

その他 113 54

営業外収益合計 1,846 1,421

営業外費用

固定資産処分損 4,031 1,122

為替差損 1,625 1,221

その他 424 509

営業外費用合計 6,080 2,854

経常利益 50,514 35,813

税引前四半期純利益 50,514 35,813

法人税、住民税及び事業税 11,312 4,728

法人税等調整額 △4,175 △3,445

法人税等合計 7,137 1,283

四半期純利益 43,377 34,529
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 50,514 35,813

減価償却費 45,310 45,527

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,273 547

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,806 2,633

受注損失引当金の増減額（△は減少） 985 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,141 △10,479

受取利息及び受取配当金 △1,420 △1,101

固定資産処分損益（△は益） 4,031 1,122

為替差損益（△は益） 781 985

売上債権等の増減額（△は増加） 12,606 △554,850

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,873 16,439

未収入金の増減額（△は増加） 3,582 △235

仕入債務の増減額（△は減少） △60,384 △145,614

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,204 △487

その他 △21,934 △1,909

小計 76,371 △611,607

利息及び配当金の受取額 1,420 1,101

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △11,525 △11,910

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,266 △622,416

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 △106,793 △10,686

無形固定資産の取得による支出 △3,585 △948

投資有価証券の取得による支出 △138 △58

関係会社貸付けによる支出 △600,000 △600,000

関係会社貸付金の回収による収入 － 550,000

資産除去債務の履行による支出 － △180

その他 △1,462 △719

投資活動によるキャッシュ・フロー △711,978 △62,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 40,000

長期借入金の返済による支出 － △1,111

配当金の支払額 △8,988 △14,896

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,988 23,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 △781 △985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △655,482 △662,003

現金及び現金同等物の期首残高 1,012,843 1,055,454

現金及び現金同等物の四半期末残高 357,361 393,451
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（４）四半期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。

（追加情報）

前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の

見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症に関する仮定及び会計上の見積りについて、重要な変更はありま

せん。


