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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の業績（2020年４月１日～2020年９月30日）
（１）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 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 4,645 △10.8 118 △42.3 207 △27.5 143 △19.7

2020年３月期第２四半期 5,207 33.8 204 279.2 286 105.9 178 87.3
　

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３月期第２四半期 102.29 －

2020年３月期第２四半期 127.38 －

　

　
（２）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 11,143 4,945 44.4

2020年３月期 12,701 4,792 37.7

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 4,945 百万円 2020年３月期 4,792 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 － － － 50.00 50.00

2021年３月期 － －

2021年３月期(予想) － 40.00 40.00

(注)1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　 2. 2020年３月期期末配当金の内訳 普通配当 40円00銭 70周年記念配当 10円00銭

　

３．2021年３月期の業績予想（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 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 9,000 △27.1 200 △74.3 300 △68.0 165 △74.3 117.90

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）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

（３）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 1,452,000株 2020年３月期 1,452,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 51,805株 2020年３月期 52,484株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 1,399,806株 2020年３月期２Ｑ 1,399,673株

　(注) 期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、株式給付信託（BBT）にかかる信託口が

保有する当社株式38,280株が含まれております。

※ 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。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Ｐ3「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２四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の影響により、経済活動の

自粛や消費動向等、景況感が悪化した状態で推移しました。また、世界的にも感染拡大は続いており、景気の先

行きは一層不透明な状況となっております。

このような経済情勢の下、当社は全社を挙げて業績の確保に努めました結果、当第２四半期累計期間の業績は、

売上高46億４千５百万円（前年同四半期52億７百万円、10.8％減）、営業利益１億１千８百万円（前年同四半期

２億４百万円、42.3％減）、経常利益２億７百万円（前年同四半期２億８千６百万円、27.5％減）、四半期純利

益１億４千３百万円（前年同四半期１億７千８百万円、19.7％減）となりました。

各セグメント別の業績は次のとおりであります。

包装機械部門におきましては、新型コロナウイルスの影響により銘産品贈答用包装機が低調であったこと、営

業訪問の自粛、展示会等販売促進策の中止など販売活動の制約が継続していること等から、売上高は21億４百万

円（前年同四半期21億９千４百万円、4.1％減）となり、利益面では売上高の減少に加え、主として新規大型案件

の費用がかさんでいること等から、セグメント損失１億６千６百万円（前年同四半期セグメント利益６千９百万

円）となりました。

生産機械部門におきましては、大型プロジェクトを中心に好調に推移し売上高25億４千万円（前年同四半期30

億１千３百万円、15.7％減）、セグメント利益５億４千３百万円（前年同四半期３億９千３百万円、38.2％増）

となりました。

また、共通費は２億５千８百万円（前年同四半期２億５千７百万円、0.2％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前事業年度末に比べて21.0％減少し、62億４千万円となりました。これは、仕掛品が２億２千万

円、商品及び製品が９千６百万円それぞれ増加したのに対し、受取手形及び売掛金が13億３百万円、現金及び預

金が３億５百万円それぞれ減少したことなどによります。

　固定資産は、前事業年度末に比べて2.1％増加し、49億３百万円となりました。これは、繰延税金資産が３千

５百万円減少したのに対し、投資有価証券が１億１千７百万円増加したことなどによります。

　この結果、総資産は、前事業年度末に比べて12.3％減少し、111億４千３百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前事業年度末に比べて29.4％減少し、41億円となりました。これは、品質保証引当金が１千７百

万円増加したのに対し、支払手形及び買掛金が８億３千１百万円、前受金が３億４千３百万円それぞれ減少した

ことなどによります。

　固定負債は、前事業年度末に比べて0.2％減少し、20億９千７百万円となりました。これは、退職給付引当金

が２千４百万円増加したのに対し、環境対策引当金が１千４百万円、リース債務が１千１百万円それぞれ減少し

たことなどによります。

　この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて21.6％減少し、61億９千７百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前事業年度末に比べて3.2％増加し、49億４千５百万円となりました。これは、その他有価証

券評価差額金が８千万円、利益剰余金が７千１百万円それぞれ増加したことなどによります。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、2020年７月31日に公表いたしました2021年３月期通期の業績予想に変更ありませ

ん。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,240,932 935,837

受取手形及び売掛金 4,046,499 2,742,537

電子記録債権 217,076 247,881

商品及び製品 401,936 498,481

仕掛品 1,117,379 1,338,107

原材料及び貯蔵品 7,315 8,715

その他 921,569 523,018

貸倒引当金 △53,645 △54,004

流動資産合計 7,899,064 6,240,575

固定資産

有形固定資産

建物 1,779,493 1,801,622

減価償却累計額 △1,445,206 △1,460,587

建物（純額） 334,286 341,034

構築物 228,834 228,834

減価償却累計額 △216,406 △216,871

構築物（純額） 12,427 11,962

機械及び装置 1,835,900 1,820,404

減価償却累計額 △1,756,495 △1,747,776

機械及び装置（純額） 79,404 72,627

車両運搬具 8,809 8,809

減価償却累計額 △8,265 △8,401

車両運搬具（純額） 543 407

工具、器具及び備品 243,441 232,542

減価償却累計額 △232,656 △223,725

工具、器具及び備品（純額） 10,785 8,816

土地 1,512,578 1,512,578

リース資産 288,686 290,202

減価償却累計額 △89,059 △102,473

リース資産（純額） 199,626 187,728

有形固定資産合計 2,149,653 2,135,156

無形固定資産 37,629 42,006

投資その他の資産

投資有価証券 1,416,687 1,534,198

関係会社株式 14,093 14,093

繰延税金資産 318,326 282,769

その他 966,308 994,962

貸倒引当金 △100,000 △100,000

投資その他の資産合計 2,615,415 2,726,025

固定資産合計 4,802,698 4,903,187

資産合計 12,701,762 11,143,763
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,933,814 2,102,594

1年内返済予定の長期借入金 260,900 210,400

リース債務 95,864 84,777

未払法人税等 198,504 81,882

前受金 1,493,731 1,150,580

賞与引当金 470,103 209,002

品質保証引当金 73,587 91,229

その他 280,206 169,962

流動負債合計 5,806,712 4,100,428

固定負債

長期借入金 866,400 859,200

リース債務 139,539 127,645

退職給付引当金 962,031 986,466

役員株式給付引当金 13,649 16,837

環境対策引当金 14,122 -

その他 106,412 107,304

固定負債合計 2,102,154 2,097,453

負債合計 7,908,866 6,197,882

純資産の部

株主資本

資本金 954,000 954,000

資本剰余金 456,280 456,280

利益剰余金 2,896,530 2,967,794

自己株式 △89,988 △88,832

株主資本合計 4,216,823 4,289,242

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 576,072 656,638

評価・換算差額等合計 576,072 656,638

純資産合計 4,792,896 4,945,881

負債純資産合計 12,701,762 11,143,763
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 5,207,786 4,645,345

売上原価 4,227,494 3,792,815

売上総利益 980,291 852,529

販売費及び一般管理費 775,609 734,414

営業利益 204,682 118,115

営業外収益

受取利息 505 4

受取配当金 27,571 27,380

受取賃貸料 88,198 85,589

雑収入 8,350 13,667

営業外収益合計 124,625 126,641

営業外費用

支払利息 6,855 5,033

不動産賃貸費用 32,709 30,875

雑支出 3,221 1,175

営業外費用合計 42,787 37,084

経常利益 286,520 207,672

特別損失

その他 30,181 -

特別損失合計 30,181 -

税引前四半期純利益 256,338 207,672

法人税等 78,046 64,482

四半期純利益 178,292 143,189
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（３）四半期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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。


