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1. 2021年4月期第1四半期の連結業績（2020年5月1日～2020年7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4月期第1四半期 6,883 △8.6 △31 ― △9 ― △23 ―

2020年4月期第1四半期 7,533 △14.4 214 △51.4 197 △53.2 104 △63.2

（注）包括利益 2021年4月期第1四半期　　△94百万円 （―％） 2020年4月期第1四半期　　△42百万円 （―％）

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4月期第1四半期 △2.51 ―

2020年4月期第1四半期 11.30 ―

(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4月期第1四半期 27,468 15,123 54.7

2020年4月期 30,525 15,301 49.8

（参考）自己資本 2021年4月期第1四半期 15,030百万円 2020年4月期 15,195百万円

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4月期 ― 10.00 ― 9.00 19.00

2021年4月期 ―

2021年4月期（予想） 2.00 ― 8.00 10.00

（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4月期の連結業績予想（2020年5月1日～2021年4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) 14,600 △3.8 100 △82.2 150 △73.5 50 △86.1 5.40

通期 30,300 △3.4 210 △77.5 290 △70.4 90 △84.3 9.70

（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

(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4月期1Q 9,605,800 株 2020年4月期 9,605,800 株

② 期末自己株式数 2021年4月期1Q 348,571 株 2020年4月期 348,571 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年4月期1Q 9,257,229 株 2020年4月期1Q 9,238,365 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

１．2020年６月18日に未定として発表いたしました2021年４月期の連結業績予想につきましては、今回算定し発表を行っております。詳細は、2020年９月４日付
で発表いたしました「配当方針の変更および業績予想、配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。

２．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およ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。
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　 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４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,203,047 5,545,602

受取手形及び売掛金 7,502,375 5,746,516

電子記録債権 2,153,987 1,693,269

商品及び製品 2,334,947 2,200,581

仕掛品 853,294 929,095

原材料 590,635 725,869

その他 962,644 902,302

貸倒引当金 △6,102 △6,183

流動資産合計 20,594,829 17,737,052

固定資産

有形固定資産 4,744,914 4,646,762

無形固定資産

のれん 1,659,973 1,597,652

その他 1,200,488 1,160,515

無形固定資産合計 2,860,461 2,758,168

投資その他の資産 2,324,824 2,326,130

固定資産合計 9,930,200 9,731,061

資産合計 30,525,030 27,468,114
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,495,457 3,449,478

電子記録債務 3,067,736 2,164,997

短期借入金 2,198,480 2,259,690

1年内返済予定の長期借入金 434,060 138,389

未払法人税等 164,842 91,877

賞与引当金 － 161,475

役員賞与引当金 28,400 5,790

その他 2,772,186 2,107,849

流動負債合計 12,161,162 10,379,546

固定負債

長期借入金 1,714,426 602,769

役員退職慰労引当金 9,911 10,693

退職給付に係る負債 138,971 162,452

資産除去債務 5,025 5,025

その他 1,194,099 1,184,189

固定負債合計 3,062,434 1,965,128

負債合計 15,223,597 12,344,674

純資産の部

株主資本

資本金 1,028,078 1,028,078

資本剰余金 763,775 763,775

利益剰余金 13,224,994 13,118,407

自己株式 △226,462 △226,462

株主資本合計 14,790,385 14,683,797

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 250,103 262,579

為替換算調整勘定 164,599 92,481

退職給付に係る調整累計額 △9,621 △8,190

その他の包括利益累計額合計 405,080 346,869

非支配株主持分 105,967 92,772

純資産合計 15,301,433 15,123,439

負債純資産合計 30,525,030 27,468,114
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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５月１日
　至 2019年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
　至 2020年７月31日)

売上高 7,533,929 6,883,661

売上原価 6,185,262 5,632,286

売上総利益 1,348,667 1,251,374

販売費及び一般管理費 1,134,373 1,282,864

営業利益又は営業損失（△） 214,293 △31,489

営業外収益

受取利息 4,565 1,370

受取配当金 8,284 8,686

持分法による投資利益 10,158 17,843

保険解約返戻金 － 24,099

その他 19,453 28,445

営業外収益合計 42,461 80,446

営業外費用

支払利息 148 5,331

為替差損 55,450 31,798

その他 3,404 21,807

営業外費用合計 59,002 58,937

経常利益又は経常損失（△） 197,752 △9,980

特別利益

固定資産売却益 － 20,567

投資有価証券売却益 2,735 －

特別利益合計 2,735 20,567

特別損失

固定資産除売却損 0 43

特別損失合計 0 43

税金等調整前四半期純利益 200,488 10,543

法人税、住民税及び事業税 28,631 52,618

法人税等調整額 50,476 △11,740

法人税等合計 79,108 40,877

四半期純利益又は四半期純損失（△） 121,380 △30,334

非支配株主に帰属する四半期純利益
又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

16,952 △7,062

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

104,428 △23,272
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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５月１日
　至 2019年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
　至 2020年７月31日)

四半期純利益 121,380 △30,334

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △27,810 1,461

繰延ヘッジ損益 4,454 －

為替換算調整勘定 △116,831 △74,801

退職給付に係る調整額 △19 1,430

持分法適用会社に対する持分相当額 △24,053 7,565

その他の包括利益合計 △164,259 △64,343

四半期包括利益 △42,879 △94,678

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △61,845 △81,484

非支配株主に係る四半期包括利益 18,966 △13,194
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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。

(追加情報)

(会計上の見積りに関する新型コロナウイルス感染症の影響)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)「会計上の見積りに関する新型コロナウイルス感染症の影響」

に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
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