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1. 2020年3月期第1四半期の業績（2019年4月1日～2019年6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 ％

2020年3月期第1四半期 1,480 22.8 △4 ― △1 ― △2 ―

2019年3月期第1四半期 1,205 1.3 △57 ― △48 ― △55 ―

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

2020年3月期第1四半期 △1.04 ―

2019年3月期第1四半期 △21.38 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2020年3月期第1四半期 8,896 2,731 30.7

2019年3月期 8,729 2,733 31.3

（参考）自己資本 2020年3月期第1四半期 2,731百万円 2019年3月期 2,733百万円

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

2019年3月期 ― ― ― 5.00 5.00

2020年3月期 ―

2020年3月期（予想） ― ― 4.00 4.00

（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. 2020年 3月期の業績予想（2019年 4月 1日～2020年 3月31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 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) 3,040 12.8 △40 ― △30 ― △30 ― △11.66

通期 6,280 7.5 20 ― 40 ― 35 △65.1 13.60

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(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） 2020年3月期1Q 2,632,960 株 2019年3月期 2,632,960 株

② 期末自己株式数 2020年3月期1Q 60,305 株 2019年3月期 60,305 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期1Q 2,572,655 株 2019年3月期1Q 2,572,784 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に基づいており、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３ページ「(3)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１四半期累計期間におけるわが国経済は、中国を中心とした海外経済減速の影響により生産・輸出に鈍りが

見られたものの設備投資や個人消費が支えとなり緩やかな回復基調が続きましたが、海外経済や消費増税後の内需

の行方等、先行き不透明な状況にあります。

当社の売上高に大きな影響を与える乗用車の国内生産台数は、前年同月比４月が5.3％増、同５月が9.8％増、同

６月が1.1％減となりました。

このような経済環境の中で当第１四半期累計期間の売上高は1,480百万円(前年同期比22.8％増)となりました。

損益面につきましては、売上高は概ね計画どおり推移し、自動車部品部門の生産改善が進んだこと及び照明機器

事業の人員削減に伴う固定費圧縮により計画損益を上回ったものの営業損失は４百万円(前年同期は営業損失57百万

円)となりました。

営業外収益は受取配当金６百万円、受取賃貸料10百万円等により18百万円、営業外費用は支払利息13百万円等に

より16百万円を計上し、経常損失は１百万円(前年同期は経常損失48百万円)となりました。また、特別損失として

固定資産除却損０百万円を計上しました。その結果、四半期純損失は２百万円(前年同期は四半期純損失55百万円)

となりました。

セグメント別の業績については、次のとおりであります。

①自動車用部品

当セグメントの売上高は、1,390百万円(前年同期比25.8％増)となりました。損益面につきましては、生産改善が

進んだことからセグメント損失(経常損失)は９百万円(前年同期はセグメント損失(経常損失)35百万円)となりまし

た。

②自社製品

当セグメントの売上高は、76百万円(前年同期比9.1％減)となりました。電子機器製品が５百万円、照明機器製品

が２百万円減少しました。損益面につきましては、人件費等の固定費削減に取り組んだ結果、セグメント利益(経常

利益)は０百万円(前年同期はセグメント損失(経常損失)21百万円)となりました。

③賃貸不動産

賃貸不動産のセグメント利益(経常利益)は７百万円(前年同期比1.0％増)となりました。なお、収益及び費用は営

業外に計上しています。

④その他

駐輪設備の売上高は13百万円(前年同期比13.2％減)となりました。売上の減少は公共施設等大型案件の受注減が

主な要因です。セグメント損失(経常損失)は０百万円(前年同期はセグメント利益(経常利益)１百万円)となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における総資産は、前期末比166百万円増加し8,896百万円となりました。

　・資産

流動資産は、現金及び預金が309百万円、電子記録債権が266百万円増加し、受取手形及び売掛金が334百万円、そ

の他のうち未収入金が22百万円及び立替金が８百万円減少したこと等から203百万円増加し3,326百万円となりまし

た。

固定資産は建設仮勘定が20百万円増加し、建物が22百万円、機械及び装置が16百万円、工具、器具及び備品が18

百万円、リース資産が20百万円減少したこと等から有形固定資産は59百万円減少し4,726百万円となり、また、投資

有価証券が21百万円増加したこと等から投資その他の資産は23百万円増加し835百万円となりました。その結果、固

定資産全体では37百万円減少し5,570百万円となりました。

　・負債

流動負債は、支払手形及び買掛金が13百万円、短期借入金が43百万円、その他のうち未払消費税等が16百万円増

加し、賞与引当金が15百万円減少したこと等から60百万円増加し2,940百万円となりました。

固定負債は長期借入金が131百万円増加し、その他のうちリース債務が23百万円減少したこと等から107百万円増

加し3,225百万円となりました。
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　・純資産

純資産は、その他有価証券評価差額金が13百万円増加し、利益剰余金が15百万円減少したことから１百万円減少

し、その結果、純資産額は2,731百万円となりました。これにより自己資本比率は30.7％となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年３月期の業績予想につきましては、2019年５月14日公表いたしました業績予想に変更はございません。
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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
(2019年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,290,986 1,600,084

受取手形及び売掛金 1,178,002 843,614

電子記録債権 270,846 537,365

製品 93,867 94,422

仕掛品 34,859 32,261

原材料及び貯蔵品 206,557 202,927

その他 48,518 16,285

貸倒引当金 △1,170 △530

流動資産合計 3,122,467 3,326,431

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,671,951 1,649,845

構築物（純額） 65,815 63,758

機械及び装置（純額） 499,588 483,399

車両運搬具（純額） 10,178 9,363

工具、器具及び備品（純額） 111,828 93,708

土地 1,657,869 1,657,869

リース資産（純額） 761,465 740,597

建設仮勘定 7,700 28,100

有形固定資産合計 4,786,397 4,726,641

無形固定資産

ソフトウエア 2,059 1,843

リース資産 7,080 6,720

無形固定資産合計 9,139 8,563

投資その他の資産

投資有価証券 756,420 778,213

その他 63,074 65,536

貸倒引当金 △7,560 △8,570

投資その他の資産合計 811,935 835,180

固定資産合計 5,607,473 5,570,385

資産合計 8,729,941 8,896,817
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2019年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 294,697 308,137

短期借入金 1,672,530 1,715,816

未払金 638,595 631,704

未払法人税等 12,351 3,310

賞与引当金 25,000 10,000

その他 235,919 271,095

流動負債合計 2,879,095 2,940,065

固定負債

長期借入金 1,779,928 1,911,364

退職給付引当金 80,110 77,708

資産除去債務 50,524 50,539

その他 1,207,180 1,185,667

固定負債合計 3,117,743 3,225,281

負債合計 5,996,838 6,165,346

純資産の部

株主資本

資本金 658,240 658,240

資本剰余金 211,245 211,245

利益剰余金 621,238 605,711

自己株式 △31,722 △31,722

株主資本合計 1,459,001 1,443,474

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 300,517 314,412

土地再評価差額金 973,583 973,583

評価・換算差額等合計 1,274,101 1,287,996

純資産合計 2,733,102 2,731,470

負債純資産合計 8,729,941 8,896,817
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 1,205,669 1,480,788

売上原価 1,135,515 1,346,883

売上総利益 70,153 133,904

販売費及び一般管理費 127,204 138,332

営業損失（△） △57,050 △4,428

営業外収益

受取利息 94 65

受取配当金 16,334 6,625

受取賃貸料 11,173 10,958

その他 2,329 1,245

営業外収益合計 29,932 18,894

営業外費用

支払利息 14,406 13,332

その他 6,643 2,873

営業外費用合計 21,049 16,206

経常損失（△） △48,167 △1,739

特別損失

固定資産除却損 6,707 796

特別損失合計 6,707 796

税引前四半期純損失（△） △54,875 △2,536

法人税、住民税及び事業税 132 132

法人税等調整額 △2 △4

法人税等合計 129 127

四半期純損失（△） △55,005 △2,663
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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。
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