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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12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3月期第3四半期 14,469 △13.1 383 △28.2 400 △25.6 266 △18.6

2020年3月期第3四半期 16,647 △4.8 534 △12.1 539 △12.8 327 △20.1

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　369百万円 （2.3％） 2020年3月期第3四半期　　360百万円 （35.8％）

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3四半期 116.51 ―

2020年3月期第3四半期 143.15 ―

(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3四半期 19,242 11,375 59.1

2020年3月期 18,625 11,134 59.8

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 11,375百万円 2020年3月期 11,134百万円

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 ― 28.00 ― 28.00 56.00

2021年3月期 ― 28.00 ―

2021年3月期（予想） 28.00 56.00

（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 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 20,000 △11.0 550 △26.1 550 △26.5 360 △23.7 157.35

（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3Q 2,300,000 株 2020年3月期 2,300,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 12,138 株 2020年3月期 12,020 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 2,287,917 株 2020年3月期3Q 2,288,027 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

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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前年同期 当期 増減金額 前年同期比

 電気機器・産業用システム 8,672 7,757 △915 10.6％　減

 電子デバイス・情報通信機器 4,537 3,884 △652 14.4％　減

 設備機器 3,350 2,739 △611 18.3％　減

 太陽光発電 87 88 1 1.4％　増

 合計 16,647 14,469 △2,178 13.1％　減

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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の長期化や新型コロナウイルス感染拡大による

影響が継続する中、経済活動の再開を受けて輸出や生産に持ち直しの動きがみられました。しかしながら今年に入

り緊急事態宣言が再発出されるなど、感染の収束は依然として見通せないことから、先行きは不透明な状況が続い

ています。

　当社グループの関連する業界につきましても、経済活動の停滞、企業活動の制限などにより総じて需要は縮小

し、設備投資の中断・延期が一部で発生するなど、厳しい事業環境が続いております。

　このような状況の中、当社グループは、新型コロナウイルスの感染防止に配慮すると共に顧客起点の徹底による

営業力の強化と生産性向上を目的とする営業働き方改革を推進し、市場の変化やお客様の多様なニーズをしっかり

と捉え、事業規模の拡大と収益力の向上に取り組んでまいりました。

　これらの結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は144億69百万円（前年同期比13.1％減）、営業利益は3億83

百万円（同比28.2％減）、経常利益は4億円（同比25.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2億66百万円

（同比18.6％減）となりました。

各セグメントの状況は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

（電気機器・産業用システム）

　電気機器につきましては、データセンターや建設関連向け配電制御機器が減少しました。産業用システムにつき

ましては、受変電設備案件の変動により減少しました。

　この結果、部門全体では売上高77億57百万円（前年同期比10.6％減）となりました。

（電子デバイス・情報通信機器）

　電子デバイスにつきましては、産業系需要が低迷し減少しました。情報通信機器につきましては、テレワークの

拡大によるPC需要が伸長しましたが、前期の大口案件の変動により減少しました。

　この結果、部門全体では売上高38億84百万円（前年同期比14.4％減）となりました。

（設備機器）

　設備機器につきましては、食品・物流関連の需要は堅調に推移しましたが、建設工事の中断や延期の発生もあり

減少しました。

　この結果、部門全体では売上高27億39百万円（前年同期比18.3％減）となりました。

（太陽光発電）

　太陽光発電につきましては、概ね想定どおりに発電し、売上高88百万円（前年同期比1.4％増）となりました。
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（2）財政状態に関する説明

（資産）

　当第3四半期連結会計期間末における資産合計は192億42百万円（前連結会計年度末比6億17百万円増）となり

ました。

　流動資産は162億54百万円（同比5億83百万円増）となりました。これは主に現金及び預金の増加8億86百万円、

電子記録債権の増加2億65百万円、受取手形及び売掛金の減少7億34百万円などによるものです。

　固定資産は29億88百万円（同比33百万円増）となりました。これは主に投資有価証券の増加1億37百万円、建物

及び構築物の減少48百万円、機械及び装置の減少31百万円などによるものです。

（負債）

　負債合計は78億67百万円（同比3億76百万円増）となりました。

　流動負債は71億76百万円（同比3億18百万円増）となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加4億52百万

円、未払法人税等の減少1億19百万円などによるものです。

　固定負債は6億90百万円（同比57百万円増）となりました。これは主に繰延税金負債の増加61百万円などによる

ものです。

（純資産）

　純資産合計額は113億75百万円（同比2億40百万円増）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

利益の計上2億66百万円、配当金の支払額1億28百万円により利益剰余金の増加1億38百万円、その他有価証券評価

差額金の増加95百万円などによるものです。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の業績予想につきましては、2020年11月10日に公表しました業績予想からの変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,091,013 7,977,179

受取手形及び売掛金 5,689,155 4,954,777

電子記録債権 1,997,940 2,263,378

商品 688,050 822,205

未収入金 185,260 179,866

その他 23,213 60,525

貸倒引当金 △3,840 △3,607

流動資産合計 15,670,794 16,254,325

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,426,963 1,378,334

機械及び装置（純額） 469,390 437,514

土地 113,613 113,613

建設仮勘定 233 -

その他（純額） 13,075 23,855

有形固定資産合計 2,023,276 1,953,318

無形固定資産 212,745 184,152

投資その他の資産

投資有価証券 648,736 785,879

その他 85,540 80,456

貸倒引当金 △15,691 △15,691

投資その他の資産合計 718,585 850,644

固定資産合計 2,954,607 2,988,116

資産合計 18,625,401 19,242,441

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,751,498 6,203,953

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 126,723 7,217

賞与引当金 180,258 76,313

役員賞与引当金 32,500 17,400

その他 417,041 521,782

流動負債合計 6,858,021 7,176,667

固定負債

繰延税金負債 345,325 407,003

役員退職慰労引当金 89,400 98,175

退職給付に係る負債 54,396 41,915

資産除去債務 67,788 68,397

その他 76,237 75,214

固定負債合計 633,148 690,706

負債合計 7,491,170 7,867,374

純資産の部

株主資本

資本金 1,005,000 1,005,000

資本剰余金 838,560 838,560

利益剰余金 9,173,404 9,311,854

自己株式 △15,538 △15,837

株主資本合計 11,001,426 11,139,577

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 170,354 265,809

為替換算調整勘定 △1,262 △1,738

退職給付に係る調整累計額 △36,287 △28,581

その他の包括利益累計額合計 132,804 235,489

純資産合計 11,134,231 11,375,067

負債純資産合計 18,625,401 19,242,441
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（単位：千円）

前第3四半期連結累計期間
(自　2019年 4月 1日
　至　2019年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　2020年 4月 1日

　至　2020年12月31日)

売上高 16,647,674 14,469,090

売上原価 14,424,944 12,463,336

売上総利益 2,222,730 2,005,754

販売費及び一般管理費 1,688,397 1,621,975

営業利益 534,333 383,778

営業外収益

受取利息 494 346

受取配当金 20,207 17,481

助成金収入 - 11,994

その他 5,336 7,621

営業外収益合計 26,039 37,443

営業外費用

支払利息 1,685 1,845

売上割引 11,850 11,129

為替差損 6,352 6,120

その他 1,328 1,244

営業外費用合計 21,217 20,339

経常利益 539,155 400,883

特別損失

社葬関連費用 18,836 -

役員弔慰金 4,200 -

減損損失 5,333 -

投資有価証券評価損 - 1,809

特別損失合計 28,370 1,809

税金等調整前四半期純利益 510,784 399,073

法人税、住民税及び事業税 148,376 116,260

法人税等調整額 34,886 16,239

法人税等合計 183,263 132,500

四半期純利益 327,520 266,573

親会社株主に帰属する四半期純利益 327,520 266,573

（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3四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第3四半期連結累計期間
(自　2019年 4月 1日
　至　2019年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　2020年 4月 1日

　至　2020年12月31日)

四半期純利益 327,520 266,573

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 33,529 95,455

為替換算調整勘定 △5 △476

退職給付に係る調整額 △234 7,706

その他の包括利益合計 33,289 102,685

四半期包括利益 360,810 369,258

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 360,810 369,258

非支配株主に係る四半期包括利益 - -

（四半期連結包括利益計算書）

（第3四半期連結累計期間）
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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。

（単位：千円）

報告セグメント

調整額(注)
四半期連結
損益計算書

計上額
電気機器・
産業用シス

テム

電子デバイ
ス・情報通

信機器
設備機器 太陽光発電 計

売上高

外部顧客への売上高 8,672,415 4,537,470 3,350,704 87,083 16,647,674 - 16,647,674

セグメント間の内部売上高
又は振替高 - - - - - - -

計 8,672,415 4,537,470 3,350,704 87,083 16,647,674 - 16,647,674

セグメント利益（営業利益） 419,431 62,816 90,152 40,317 612,717 △78,384 534,333

（単位：千円）

報告セグメント

調整額(注)
四半期連結
損益計算書

計上額
電気機器・
産業用シス

テム

電子デバイ
ス・情報通

信機器
設備機器 太陽光発電 計

売上高

外部顧客への売上高 7,757,249 3,884,512 2,739,006 88,322 14,469,090 - 14,469,090

セグメント間の内部売上高
又は振替高 - - - - - - -

計 7,757,249 3,884,512 2,739,006 88,322 14,469,090 - 14,469,090

セグメント利益（営業利益） 268,619 72,538 67,192 45,751 454,101 △70,322 383,778

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第3四半期連結累計期間（自2019年4月1日 至2019年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

Ⅱ　当第3四半期連結累計期間（自2020年4月1日 至2020年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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