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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 13,697 13.5 833 73.5 831 69.7 572 △18.9
2020年３月期第２四半期 12,067 △9.6 480 △37.5 489 △36.2 705 23.4

(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 549百万円( 540.9％) 2020年３月期第２四半期 85百万円( △88.2％)
　

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 87.78 ―

2020年３月期第２四半期 107.66 ―
　

　

（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 22,486 11,824 52.6

2020年３月期 21,585 11,392 52.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 11,824百万円 2020年３月期 11,392百万円
　

　

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00

2021年３月期 ― 20.00

2021年３月期(予想) ― 20.00 40.00

(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 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 26,000 1.0 1,400 △10.5 1,390 △11.3 1,000 △37.8 153.12
(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 6,600,000株 2020年３月期 6,600,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 69,265株 2020年３月期 82,211株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 6,522,886株 2020年３月期２Ｑ 6,554,469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、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「（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（2020年４月１日～2020年９月30日）における世界経済は、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響に伴い景況感が急速に悪化し、非常に厳しい状況で推移いたしました。

このような状況の中、日本市場におきましては、企業の設備投資が慎重となっていることから、産業用コンピュ

ータやIoT機器製品の売上が減少する一方で、半導体関連業界では積極的な設備投資が行われており、制御機器製

品の売上が増加いたしました。

米国市場におきましては、空港セキュリティ関連や製造業における設備投資は鈍化しており、先行きの不透明感

が高まっておりますが、医療機器業界向けに産業用コンピュータの販売が底堅く推移いたしました。

この結果、当社グループの売上高は13,697百万円（前年同期比13.5％増）となりました。利益面につきまして

は、売上の増加及びコストダウンの効果もあり、営業利益は833百万円（同73.5％増）、経常利益は831百万円（同

69.7％増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前期に計上した投資有価証券の売却益がないこ

とから572百万円（同18.9％減）となりました。

なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は22,486百万円となり、前連結会計年度末に比べ901百万円増

加いたしました。これは主に現金及び預金の増加870百万円、たな卸資産の増加249百万円、売上債権の減少157百

万円によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は10,662百万円となり、前連結会計年度末に比べ469百万円増

加いたしました。これは主に仕入債務の増加823百万円、その他流動負債の減少348百万円によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は11,824百万円となり、前連結会計年度末に比べ431百万円

増加いたしました。これは主に利益剰余金の増加440百万円、退職給付に係る調整累計額の増加26百万円、為替換

算調整勘定の減少56百万円によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5,264百万円となり、前連

結会計年度末に比べ870百万円増加いたしました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により増加した資金は1,399百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益826百万円、

仕入債務の増加による834百万円の収入、たな卸資産の増加による264百万円の支出であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により減少した資金は253百万円となりました。主な内訳は、固定資産取得による249百万円の支出で

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により減少した資金は258百万円となりました。主な内訳は、配当金の支払による132百万円の支出、

借入金の返済による100百万円の支出であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績予想につきましては、2020年５月11日の決算短信で公表いたしました業績予想に変更はあり

ません。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、修正が必要と判断した場合は、速やかにお知らせいた

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：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 4,393,403 5,264,303

受取手形及び売掛金 5,373,125 5,215,905

商品及び製品 2,549,995 2,436,419

仕掛品 1,169,960 1,417,828

原材料及び貯蔵品 2,802,048 2,917,176

その他 176,227 165,115

貸倒引当金 △3,341 △5,556

流動資産合計 16,461,421 17,411,192

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 711,972 684,488

機械装置及び運搬具（純額） 85,369 88,990

工具、器具及び備品（純額） 148,053 126,314

土地 1,389,919 1,389,919

リース資産（純額） 50,888 51,620

建設仮勘定 11,885 317

有形固定資産合計 2,398,088 2,341,650

無形固定資産

のれん 1,061,814 979,004

ソフトウエア 409,195 363,624

その他 291,822 327,224

無形固定資産合計 1,762,832 1,669,852

投資その他の資産

投資有価証券 67,056 77,883

長期貸付金 15,935 13,279

繰延税金資産 533,369 603,644

退職給付に係る資産 268,805 287,591

その他 93,929 94,740

貸倒引当金 △15,935 △13,279

投資その他の資産合計 963,161 1,063,859

固定資産合計 5,124,082 5,075,363

資産合計 21,585,503 22,486,555
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,775,670 4,598,865

短期借入金 1,001,759 1,001,200

1年内返済予定の長期借入金 200,000 100,000

リース債務 42,187 40,273

未払法人税等 241,912 327,897

その他の引当金 30,000 9,000

その他 1,756,889 1,408,853

流動負債合計 7,048,419 7,486,089

固定負債

長期借入金 2,000,000 2,000,000

リース債務 8,970 11,678

繰延税金負債 6,682 -

その他の引当金 67,662 78,104

退職給付に係る負債 1,061,215 1,086,511

その他 8 -

固定負債合計 3,144,540 3,176,294

負債合計 10,192,960 10,662,383

純資産の部

株主資本

資本金 1,119,600 1,119,600

資本剰余金 103,909 103,909

利益剰余金 9,657,895 10,098,460

自己株式 △90,535 △76,310

株主資本合計 10,790,870 11,245,659

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 21,708 28,946

為替換算調整勘定 666,054 609,442

退職給付に係る調整累計額 △86,090 △59,875

その他の包括利益累計額合計 601,673 578,512

純資産合計 11,392,543 11,824,171

負債純資産合計 21,585,503 22,486,555
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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)

売上高 12,067,960 13,697,792

売上原価 9,059,469 10,261,935

売上総利益 3,008,490 3,435,857

販売費及び一般管理費

販売費 1,286,315 1,332,490

一般管理費 1,241,783 1,269,661

販売費及び一般管理費合計 2,528,099 2,602,151

営業利益 480,390 833,705

営業外収益

受取利息 1,997 1,616

受取配当金 7,653 2,072

為替差益 7,381 -

受取賃貸料 3,301 3,301

その他 3,025 8,630

営業外収益合計 23,360 15,619

営業外費用

支払利息 13,525 10,875

為替差損 - 6,229

その他 571 1,207

営業外費用合計 14,096 18,312

経常利益 489,654 831,013

特別利益

投資有価証券売却益 480,209 -

固定資産売却益 275 -

その他 19,610 -

特別利益合計 500,095 -

特別損失

固定資産除却損 59 4,983

特別損失合計 59 4,983

税金等調整前四半期純利益 989,690 826,030

法人税、住民税及び事業税 232,890 344,317

法人税等調整額 51,153 △90,839

法人税等合計 284,043 253,477

四半期純利益 705,646 572,552

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 705,646 572,552

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -
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(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)

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △472,386 7,237

為替換算調整勘定 △125,890 △56,612

退職給付に係る調整額 △21,652 26,214

その他の包括利益合計 △619,929 △23,160

四半期包括利益 85,717 549,391

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 85,717 549,391

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

(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)

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 989,690 826,030

減価償却費 192,704 190,710

のれん償却額 66,623 65,575

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,761 △440

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,665 32,724

その他の引当金の増減額（△は減少） 5,377 △1,167

受取利息及び受取配当金 △9,651 △3,688

支払利息 13,525 10,875

為替差損益（△は益） 7,482 4,579

投資有価証券売却損益（△は益） △480,209 -

有形固定資産除却損 59 4,983

固定資産売却損益（△は益） △275 -

その他の特別損益（△は益） △19,610 -

売上債権の増減額（△は増加） 647,901 133,123

たな卸資産の増減額（△は増加） △506,557 △264,750

仕入債務の増減額（△は減少） △346,322 834,842

その他 △389,219 △195,868

小計 179,945 1,637,530

利息及び配当金の受取額 9,668 3,693

利息の支払額 △12,930 △10,910

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △285,496 △230,377

営業活動によるキャッシュ・フロー △108,813 1,399,935

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 △56,834 △29,105

有形固定資産の売却による収入 275 81

有形固定資産の除却による支出 - △4,025

無形固定資産の取得による支出 △123,857 △220,722

投資有価証券の売却による収入 492,547 -

長期貸付金の回収による収入 1,991 2,655

その他 △1,116 △2,211

投資活動によるキャッシュ・フロー 313,006 △253,327

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） △250,000 -

長期借入金の返済による支出 △100,000 △100,000

自己株式の売却による収入 - 2,570

自己株式の取得による支出 - △79

配当金の支払額 △164,727 △132,046

リース債務の返済による支出 △28,265 △28,918

財務活動によるキャッシュ・フロー △542,992 △258,474

現金及び現金同等物に係る換算差額 △44,932 △17,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △383,730 870,899

現金及び現金同等物の期首残高 3,245,631 4,393,403

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,861,900 5,264,303
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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）

当社グループの事業セグメントは、「電子機器事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省

略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。


