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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 3,842 △7.3 △136 ― △147 ― △176 ―

2020年3月期第2四半期 4,143 9.3 △120 ― △135 ― △180 ―

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　△142百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　△144百万円 （―％）

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3月期第2四半期 △27.64 ―

2020年3月期第2四半期 △28.26 ―

(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 14,519 3,449 23.8

2020年3月期 14,400 3,591 24.9

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 3,449百万円 2020年3月期 3,591百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（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 12,600 3.0 230 13.7 185 9.6 110 △26.2 17.24

（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（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3月期2Q 6,385,972 株 2020年3月期 6,385,972 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 6,803 株 2020年3月期 6,803 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 6,379,169 株 2020年3月期2Q 6,379,170 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

　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により異なる結果となる可能性があり
ます。

　なお、業績予想に関する事項については、添付資料の２ページを参照して下さい。
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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

当社グループの当第２四半期連結累計期間の受注高は42億76百万円(前年同期比48.7%増)となり、売上高は38億42

百万円(前年同期比7.3%減)となりました。

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

紙工機械

受注高は12億80百万円(前年同期比117.5%増)、売上高は12億97百万円(前年同期比83.4%増)となりました。

受託生産

受注高は2億74百万円(前年同期比59.4%減)、売上高は4億3百万円(前年同期比34.9%減)となりました。

防衛機器

受注高は25億57百万円(前年同期比113.1%増)、売上高は19億14百万円(前年同期比24.4%減)となりました。

その他

受注高は1億64百万円(前年同期比60.1%減)、売上高は2億26百万円(前年同期比19.5%減)となりました。

損益面におきましては、紙工機械の売上高が増加となった一方で受託生産、防衛機器、その他の売上高は減少し

たため売上高全体では減収となりました。その結果、当社グループの営業損失は1億36百万円(前年同期は営業損失

1億20百万円)、経常損失は1億47百万円(前年同期は経常損失1億35百万円)となりました。また、親会社株主に帰属

する四半期純損失は1億76百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1億80百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

a. 資産

流動資産は前連結会計年度末に比べ1億33百万円(1.2%)増加し、113億20百万円となりました。これは主に受取手

形及び売掛金が10億34百万円減少したものの、たな卸資産が14億93百万円増加したことによります。

　固定資産は前連結会計年度末に比べ14百万円(0.4%)減少し、31億98百万円となりました。これは主に投資有価証

券の時価上昇等により投資その他の資産が42百万円増加したものの、減価償却費の計上等により有形固定資産が55

百万円減少したことによります。

　この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ1億19百万円(0.8%)増加し、145億19百万円となりました。

b. 負債

流動負債は前連結会計年度末に比べ3億79百万円(4.4%)増加し、89億52百万円となりました。これは主に支払手

形及び買掛金が4億52百万円減少したものの、短期借入金が8億20百万円増加したことによります。

　固定負債は前連結会計年度末に比べ1億18百万円(5.3%)減少し、21億17百万円となりました。これは主に約定弁

済により長期借入金が1億5百万円減少したことによります。

　この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ2億61百万円(2.4%)増加し、110億69百万円となりました。

c. 純資産

純資産合計は前連結会計年度末に比べ1億42百万円(4.0%)減少し、34億49百万円となりました。これは主に親会

社株主に帰属する四半期純損失1億76百万円の計上により利益剰余金が減少したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年５月12日に公表した業績予想に変更はありません。
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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：百万円)

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 937 463

受取手形及び売掛金 4,532 3,497

たな卸資産 5,653 7,146

その他 63 213

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 11,187 11,320

固定資産

有形固定資産 2,429 2,373

無形固定資産 31 29

投資その他の資産

投資その他の資産 759 802

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 752 795

固定資産合計 3,213 3,198

資産合計 14,400 14,519

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,582 2,129

短期借入金 4,970 5,790

1年内返済予定の長期借入金 210 210

賞与引当金 193 186

製品保証引当金 2 2

その他 614 634

流動負債合計 8,573 8,952

固定負債

長期借入金 1,192 1,087

退職給付に係る負債 758 762

その他 283 267

固定負債合計 2,235 2,117

負債合計 10,808 11,069

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 36 36

利益剰余金 1,287 1,110

自己株式 △7 △7

株主資本合計 3,315 3,139

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 276 310

繰延ヘッジ損益 0 △0

その他の包括利益累計額合計 276 310

純資産合計 3,591 3,449

負債純資産合計 14,400 14,519
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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：百万円)
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 4,143 3,842

売上原価 3,501 3,306

売上総利益 641 536

販売費及び一般管理費 762 672

営業損失（△） △120 △136

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 13 9

補助金収入 1 5

その他 3 5

営業外収益合計 19 20

営業外費用

支払利息 24 28

その他 8 3

営業外費用合計 33 31

経常損失（△） △135 △147

特別利益

投資有価証券売却益 51 ―

固定資産売却益 0 ―

特別利益合計 52 ―

特別損失

固定資産処分損 1 3

投資有価証券売却損 52 ―

たな卸資産処分損 9 ―

特別損失合計 63 3

税金等調整前四半期純損失（△） △146 △150

法人税、住民税及び事業税 43 36

法人税等調整額 △9 △10

法人税等合計 33 25

四半期純損失（△） △180 △176

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △180 △176
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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：百万円)
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)

四半期純損失（△） △180 △176

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 35 34

繰延ヘッジ損益 △0 △0

その他の包括利益合計 35 34

四半期包括利益 △144 △142

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △144 △142

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：百万円)
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損失（△） △146 △150

減価償却費 91 128

賞与引当金の増減額（△は減少） 28 △7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 36 3

受取利息及び受取配当金 △13 △9

支払利息 24 28

固定資産処分損益（△は益） 1 3

投資有価証券売却損益（△は益） 0 ―

たな卸資産処分損 9 ―

売上債権の増減額（△は増加） 164 1,233

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,328 △1,493

仕入債務の増減額（△は減少） 418 △460

未収消費税等の増減額（△は増加） △153 △111

その他 △116 △96

小計 △1,982 △933

利息及び配当金の受取額 13 9

利息の支払額 △26 △29

法人税等の支払額 △16 △62

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,012 △1,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △48 △152

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 113 ―

貸付金の回収による収入 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 65 △152

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） 1,950 820

長期借入金の返済による支出 △105 △105

リース債務の返済による支出 △12 △21

自己株式の取得による支出 △0 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,832 693

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △115 △474

現金及び現金同等物の期首残高 573 937

現金及び現金同等物の四半期末残高 457 463
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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。


