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1. 2021年4月期第2四半期の連結業績（2020年5月1日～2020年10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2四半期 15,559 2.5 339 △39.4 462 △18.2 296 △17.7

2020年4月期第2四半期 15,177 △9.6 560 △36.4 566 △35.8 360 △37.6

（注）包括利益 2021年4月期第2四半期　　250百万円 （△10.0％） 2020年4月期第2四半期　　278百万円 （△56.3％）

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2四半期 32.02 ―

2020年4月期第2四半期 39.02 ―

(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2四半期 29,847 15,484 51.6

2020年4月期 30,525 15,301 49.8

（参考）自己資本 2021年4月期第2四半期 15,390百万円 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 ― 3.00

2021年4月期（予想） ― 8.00 11.00

（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、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 30,300 △3.4 355 △62.0 545 △44.3 335 △41.7 36.12

（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2Q 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2Q 322,979 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2Q 9,265,853 株 2020年4月期2Q 9,244,517 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９月４日に公表いたしました配当の状況および2021年４月期の連結業績予想につきましては、今回修正を行っております。詳細は、2020年12月７日付
で公表いたしました「第２四半期連結業績予想と実績との差異、通期連結業績予想の修正および剰余金の配当(中間配当)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２四半期連結会計期間
(2020年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,203,047 6,392,489

受取手形及び売掛金 7,502,375 7,175,711

電子記録債権 2,153,987 2,254,358

商品及び製品 2,334,947 2,630,668

仕掛品 853,294 967,515

原材料 590,635 687,089

その他 962,644 640,645

貸倒引当金 △6,102 △4,778

流動資産合計 20,594,829 20,743,700

固定資産

有形固定資産 4,744,914 4,582,447

無形固定資産

のれん 1,659,973 1,535,596

その他 1,200,488 1,123,312

無形固定資産合計 2,860,461 2,658,908

投資その他の資産 2,324,824 1,862,632

固定資産合計 9,930,200 9,103,988

資産合計 30,525,030 29,847,689
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,495,457 4,471,736

電子記録債務 3,067,736 3,160,075

短期借入金 2,198,480 1,896,000

1年内返済予定の長期借入金 434,060 111,348

未払法人税等 164,842 255,700

役員賞与引当金 28,400 15,180

その他 2,772,186 2,808,017

流動負債合計 12,161,162 12,718,058

固定負債

長期借入金 1,714,426 574,932

役員退職慰労引当金 9,911 11,546

退職給付に係る負債 138,971 181,205

資産除去債務 5,025 5,026

その他 1,194,099 872,143

固定負債合計 3,062,434 1,644,852

負債合計 15,223,597 14,362,910

純資産の部

株主資本

資本金 1,028,078 1,028,078

資本剰余金 763,775 763,288

利益剰余金 13,224,994 13,438,410

自己株式 △226,462 △209,827

株主資本合計 14,790,385 15,019,949

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 250,103 311,051

為替換算調整勘定 164,599 65,816

退職給付に係る調整累計額 △9,621 △6,760

その他の包括利益累計額合計 405,080 370,107

非支配株主持分 105,967 94,721

純資産合計 15,301,433 15,484,778

負債純資産合計 30,525,030 29,847,689
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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 2019年５月１日
　至 2019年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
　至 2020年10月31日)

売上高 15,177,991 15,559,796

売上原価 12,283,528 12,613,250

売上総利益 2,894,463 2,946,545

販売費及び一般管理費 2,334,070 2,606,718

営業利益 560,392 339,827

営業外収益

受取利息 5,392 2,841

受取配当金 10,336 16,437

持分法による投資利益 33,707 49,221

助成金収入 － 48,096

その他 25,827 64,269

営業外収益合計 75,262 180,866

営業外費用

支払利息 621 9,345

為替差損 58,589 11,609

補助金返還額 － 15,691

その他 10,347 21,182

営業外費用合計 69,558 57,829

経常利益 566,097 462,864

特別利益

固定資産売却益 1,061 20,567

投資有価証券売却益 2,735 11,828

特別利益合計 3,797 32,395

特別損失

固定資産除売却損 42 4,930

投資有価証券売却損 91 3,625

特別損失合計 134 8,556

税金等調整前四半期純利益 569,761 486,703

法人税、住民税及び事業税 96,949 268,134

法人税等調整額 84,614 △71,650

法人税等合計 181,563 196,484

四半期純利益 388,197 290,219

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（△）

27,506 △6,511

親会社株主に帰属する四半期純利益 360,690 296,730
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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 2019年５月１日
　至 2019年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
　至 2020年10月31日)

四半期純利益 388,197 290,219

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 37,416 89,239

繰延ヘッジ損益 4,454 －

為替換算調整勘定 △129,871 △99,284

退職給付に係る調整額 △38 2,861

持分法適用会社に対する持分相当額 △21,881 △32,524

その他の包括利益合計 △109,919 △39,707

四半期包括利益 278,278 250,511

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 247,967 261,757

非支配株主に係る四半期包括利益 30,310 △11,245
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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)

新型コロナウイルス感染症は、当社グループの事業活動にも一定の影響を及ぼしており、当社グループの経営

成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、重要な会計上の見積りとして、のれん等を含む固定資産の評価等を実施しておりますが、新

型コロナウイルス感染症の影響を当該会計上の見積りに反映するにあたり、当連結会計年度末までに感染拡大に

よる経済への影響が収束するとの仮定により評価しております。

当該仮定は、四半期連結財務諸表等作成日における最善の見積りであると判断しておりますが、想定以上に影

響が長期化あるいは拡大した場合には、重要な会計上の見積り及び判断に影響を及ぼす可能性があります。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券報告書にお

ける(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。

　


