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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第２四半期 2,781 △10.9 35 △52.4 34 △60.9 25 △63.4

2019年３月期第２四半期 3,122 4.8 75 △20.5 88 △17.4 69 △14.4
(注) 包括利益 2020年３月期第２四半期 32百万円(△14.3％) 2019年３月期第２四半期 38百万円(△69.2％)
　

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

2020年３月期第２四半期 5.03 -
2019年３月期第２四半期 13.76 -

　

　

（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 ％

2020年３月期第２四半期 5,101 2,838 55.6

2019年３月期 5,124 2,841 55.4
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 2,838百万円 2019年３月期 2,841百万円
　

　

　

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

2019年３月期 - 0.00 - 7.00 7.00

2020年３月期 - 0.00

2020年３月期(予想) - 7.00 7.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

2019年３月期の期末配当金の額には、記念配当３円が含まれております。
　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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 5,641 △4.9 82 △33.7 71 △46.8 58 △44.6 11.50
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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) 2020年３月期２Ｑ 5,090,000株 2019年３月期 5,090,000株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 11,264株 2019年３月期 11,264株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 5,078,736株 2019年３月期２Ｑ 5,078,736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
断する一定の前提条件に基づいており、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「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いて、当社グループの経営成績は、売上高2,781百万円(前年同四半期比10.9％

減）、営業利益35百万円(前年同四半期比52.4％減）、経常利益34百万円（前年同四半期比60.9％減)、親会社株主

に帰属する四半期純利益25百万円（前年同四半期比63.4％減）となりました。

　前第２四半期連結累計期間と比べ、主に当社主力市場である半導体製造装置関連顧客への売上が減少しましたが、

９月には九州地区における新規顧客開拓、既存顧客の深堀り・再開拓等を目的として福岡営業所を新設し、今後の

営業体制強化に取り組んでおります。利益面では、売上高の減少のほか、持分法投資損失が増加したこと等から前

年同期比で大きく下回る結果となりました。

　なお、当社グループは単一セグメントのため、セグメント別の記載は行っておりません。

（２）財政状態に関する説明

　①資産負債の状況

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、5,101百万円（前連結会計年度末比22百万円、0.4％減）となり

ました。

流動資産は2,975百万円で、前連結会計年度末に比べ17百万円減少いたしました。主として受取手形及び売掛金等

の減少によるものです。

固定資産は2,126百万円で、前連結会計年度末に比べ４百万円減少いたしました。主として設備等の減価償却等に

よる減少です。

負債は、2,263百万円（前連結会計年度末比19百万円、0.9％減）となりました。

流動負債は2,081百万円で、前連結会計年度末に比べ９百万円減少いたしました。主として未払法人税等と賞与引

当金の減少によるものです。

固定負債は182百万円で、前連結会計年度末に比べ10百万円減少いたしました。主として長期借入金の減少による

ものです。

純資産は、2,838百万円（前連結会計年度末比２百万円、0.1％減）となりました。主として利益剰余金の減少等

によるものです。

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、848百万円（前連結会計

年度末比148百万円増加）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、200百万円の収入（前年同四半期連結

累計期間は103百万円の収入)となりました。主として、税金等調整前四半期純利益34百万円と売上債権の減少100百

万円、たな卸資産の減少60百万円等があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、６百万円の支出（前年同四半期連結

累計期間は０百万円の支出）となりました。主として有形固定資産の取得による支出２百万円と無形固定資産の取

得による支出２百万円等があったことによるのもです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、46百万円の支出(前年同四半期連結累

計期間は62百万円の支出)となりました。主として長期借入金の返済による支出10百万円及び配当金の支払35百万円

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

　2020年３月期の業績予想につきましては、2019年５月14日に公表しました第２四半期累計期間の業績予想と実績値に

差異が生じました。詳細につきましては、本日公表の「2020年３月期第２四半期累計期間の業績予想と実績値との差異、

及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」を参照下さい。
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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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 900,690 1,048,882

受取手形及び売掛金 1,454,907 1,373,711

電子記録債権 245,542 226,039

商品 378,843 318,323

その他 14,415 9,318

貸倒引当金 △562 △421

流動資産合計 2,993,836 2,975,853

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 493,636 483,935

土地 1,158,875 1,158,875

その他（純額） 6,482 7,226

有形固定資産合計 1,658,994 1,650,037

無形固定資産 36,465 38,460

投資その他の資産

投資有価証券 413,689 425,214

その他 54,217 45,283

貸倒引当金 △32,983 △32,983

投資その他の資産合計 434,923 437,513

固定資産合計 2,130,383 2,126,011

資産合計 5,124,219 5,101,865

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,254,971 1,258,044

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 20,000 20,000

未払法人税等 16,017 11,496

賞与引当金 27,678 22,702

その他 71,649 68,767

流動負債合計 2,090,317 2,081,011

固定負債

長期借入金 55,000 45,000

繰延税金負債 101,792 105,007

退職給付に係る負債 23,936 22,973

その他 12,172 9,594

固定負債合計 192,901 182,574

負債合計 2,283,218 2,263,586
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 372,500 372,500

利益剰余金 1,821,831 1,811,828

自己株式 △4,912 △4,912

株主資本合計 2,689,418 2,679,415

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 151,941 159,128

為替換算調整勘定 △358 △265

その他の包括利益累計額合計 151,583 158,863

純資産合計 2,841,001 2,838,279

負債純資産合計 5,124,219 5,101,865
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 3,122,106 2,781,093

売上原価 2,629,471 2,349,692

売上総利益 492,634 431,401

販売費及び一般管理費 417,304 395,553

営業利益 75,329 35,847

営業外収益

受取利息 15 37

受取配当金 11,027 11,390

不動産賃貸料 998 －

持分法による投資利益 230 －

役員報酬返納額 4,043 －

その他 1,267 645

営業外収益合計 17,582 12,072

営業外費用

支払利息 3,666 3,509

不動産賃貸費用 700 －

持分法による投資損失 － 9,518

その他 427 457

営業外費用合計 4,793 13,486

経常利益 88,118 34,433

特別損失

固定資産除却損 － 35

特別損失合計 － 35

税金等調整前四半期純利益 88,118 34,398

法人税、住民税及び事業税 19,966 9,122

法人税等調整額 △1,737 △273

法人税等合計 18,229 8,849

四半期純利益 69,889 25,548

親会社株主に帰属する四半期純利益 69,889 25,548
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 69,889 25,548

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30,949 7,187

持分法適用会社に対する持分相当額 △611 92

その他の包括利益合計 △31,561 7,280

四半期包括利益 38,328 32,828

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 38,328 32,828

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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

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 88,118 34,398

減価償却費 12,338 11,320

貸倒引当金の増減額（△は減少） △771 △141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,681 △963

長期未払金の増減額（△は減少） △56 △1,894

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,309 △4,976

受取利息及び受取配当金 △11,043 △11,427

支払利息 3,666 3,509

為替差損益（△は益） 2 156

持分法による投資損益（△は益） △230 9,518

売上債権の増減額（△は増加） 163,121 100,699

たな卸資産の増減額（△は増加） △99,800 60,519

仕入債務の増減額（△は減少） △32,528 3,073

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,683 △392

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,912 5,193

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,406 △3,162

その他 44 336

小計 115,300 205,766

利息及び配当金の受取額 11,043 11,417

利息の支払額 △3,731 △3,595

法人税等の支払額 △18,726 △12,979

営業活動によるキャッシュ・フロー 103,885 200,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △100,000

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △435 △2,000

無形固定資産の取得による支出 － △2,394

投資有価証券の取得による支出 △511 △984

その他 △35 △656

投資活動によるキャッシュ・フロー △981 △6,035

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） - －

長期借入金の返済による支出 △10,000 △10,000

リース債務の返済による支出 △2,171 △673

配当金の支払額 △50,787 △35,551

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,959 △46,225

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 39,942 148,191

現金及び現金同等物の期首残高 889,718 700,690

現金及び現金同等物の四半期末残高 929,660 848,882
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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。
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