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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 26,319 8.2 3,799 12.4 4,003 15.1 2,920 19.4

2020年3月期第2四半期 24,335 △3.3 3,380 △16.3 3,477 △18.6 2,445 △11.3

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　2,706百万円 （57.2％） 2020年3月期第2四半期　　1,721百万円 （11.1％）

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 329.85 ―

2020年3月期第2四半期 271.66 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期第2四半期 78,788 64,975 82.5 7,349.95

2020年3月期 79,117 63,887 80.8 7,202.86

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 64,975百万円 2020年3月期 63,887百万円

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 ― 160.00 160.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 160.00 160.00

（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 52,600 0.7 7,800 3.4 8,200 4.2 5,200 △3.0 580.85

（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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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 9,878,040 株 2020年3月期 9,878,040 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 1,037,787 株 2020年3月期 1,008,245 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 8,852,860 株 2020年3月期2Q 9,001,898 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、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Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結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２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、個人の消費活

動や企業の経済活動が著しく制限され、景気が急速に悪化しました。また、海外経済においても、中国をはじめ、

世界各国で経済活動の再開の動きは見られましたが、感染再拡大への懸念の高まりや米中貿易摩擦の影響等によ

り、景気の先行きは極めて不透明な状況が続いております。

当社グループの主要市場であるエレクトロニクス市場におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、自動車市場は低迷が続きましたが、５Ｇ（第５世代移動通信システム）の実用化やテレワークの普及に伴うサ

ーバー需要は堅調に推移しました。

このような状況の下、当社グループは、収益力の更なる向上を目指して、高付加価値製品の開発と提案並びに拡

販活動に注力してまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は263億19百万円（前年同四半期比8.2％増）、営業利益は37億99

百万円（同12.4％増）、経常利益は40億３百万円（同15.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は29億20百

万円（同19.4％増）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①　表面処理用資材事業

主力のプリント基板用及びパッケージ基板用めっき薬品は、カーエレクトロニクス向けでは、自動車の販売

台数が減少したことにより低迷しましたが、パソコンやデータセンター向けでは、テレワークやオンライン学

習が急速に普及したことにより、半導体や電子部品の需要が堅調に推移し、売上高、セグメント利益ともに前

年同四半期を上回りました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は197億44百万円（前年同四半期比8.4％増）、セグメント利

益は35億31百万円（同18.7％増）となりました。

②　表面処理用機械事業

航空機分野向けの機械設備の売上計上に加え、半導体ウェハー向けの高付加価値なめっき用機械の販売が増

加し、売上高、セグメント利益ともに前年同四半期を上回りました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は42億６百万円（前年同四半期比40.9％増）、セグメント利

益は２億25百万円（同81.9％増）となりました。

③　めっき加工事業

タイやインドネシアにおける自動車産業の低迷が継続し、売上高、セグメント利益ともに前年同四半期を下

回りました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は19億76百万円（前年同四半期比29.9％減）、セグメント損

失は１億91百万円（前年同四半期はセグメント利益73百万円）となりました。

④　不動産賃貸事業

新大阪の賃貸用オフィスビルにおいて、オフィスビルの賃料が改定したことから、売上高、セグメント利益

ともに前年同四半期を上回りました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は４億４百万円（前年同四半期比5.3％増）、セグメント利

益は２億29百万円（同12.1％増）となりました。

　なお、上記のセグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高が含まれております。
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（２）財政状態に関する説明

①　財政状態の変動の状況

　当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億28百万円減少し、787億88百万円とな

りました。主な増加は、投資有価証券の増加７億78百万円、商品及び製品の増加６億60百万円、現金及び預金の増

加５億12百万円であり、主な減少は、仕掛品の減少16億19百万円、建物及び構築物（純額）の減少３億45百万円で

あります。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ14億15百万円減少し、138億13百万円となりました。主な増加は、繰延税

金負債の増加２億１百万円、賞与引当金の増加１億12百万円であり、主な減少は、電子記録債務の減少９億88百万

円、支払手形及び買掛金の減少４億50百万円であります。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億87百万円増加し、649億75百万円となりました。主な増加は、利益

剰余金の増加15億１百万円であり、主な減少は、為替換算調整勘定の減少４億22百万円であります。

　以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の80.8％から1.7ポイント増加し82.5％となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

５億54百万円減少し、225億90百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって獲得した資金は35億45百万円（前年同四半期は16億63百万円の資金の獲得）となりました。こ

れは主に、法人税等の支払額11億55百万円、仕入債務の減少額11億25百万円等の資金の使用がありましたが、税金

等調整前四半期純利益40億10百万円、減価償却費10億48百万円、たな卸資産の減少額６億41百万円等の資金の獲得

があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動において使用された資金は22億97百万円（前年同四半期は11億73百万円の資金の使用）となりました。

これは主に、定期預金の払戻による収入１億23百万円等の資金の獲得がありましたが、定期預金の預入による支出

12億18百万円、固定資産の取得による支出７億49百万円等の資金の使用があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動において使用された資金は16億67百万円（前年同四半期は14億95百万円の資金の使用）となりました。

これは主に、配当金の支払額14億19百万円、自己株式の取得による支出１億99百万円等の資金の使用があったこと

によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、 近の動向を踏まえ、2020年５月14日に公表いたしました通期の連結業績予想を

修正しております。

　詳細につきましては、本日（2020年11月11日）公表いたしました「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」

をご覧ください。
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（単位：千円）

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 26,472,648 26,984,775

受取手形及び売掛金 14,874,974 15,106,815

有価証券 45,471 43,398

商品及び製品 2,254,642 2,914,746

仕掛品 2,653,921 1,034,307

原材料及び貯蔵品 1,350,852 1,591,967

その他 1,342,568 886,348

貸倒引当金 △72,060 △54,456

流動資産合計 48,923,020 48,507,902

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 21,991,903 21,889,120

減価償却累計額 △12,574,873 △12,817,745

建物及び構築物（純額） 9,417,029 9,071,374

機械装置及び運搬具 11,407,297 11,424,784

減価償却累計額 △8,725,302 △8,915,107

機械装置及び運搬具（純額） 2,681,994 2,509,676

土地 4,259,787 4,237,706

リース資産 297,336 301,898

減価償却累計額 △146,690 △132,650

リース資産（純額） 150,645 169,247

建設仮勘定 527,407 518,288

その他 5,463,815 5,407,962

減価償却累計額 △4,211,277 △4,305,779

その他（純額） 1,252,537 1,102,182

有形固定資産合計 18,289,402 17,608,476

無形固定資産 296,239 289,058

投資その他の資産

投資有価証券 10,791,241 11,569,604

退職給付に係る資産 64,650 66,886

繰延税金資産 293,805 290,077

その他 527,004 524,091

貸倒引当金 △68,275 △67,116

投資その他の資産合計 11,608,426 12,383,542

固定資産合計 30,194,068 30,281,078

資産合計 79,117,088 78,788,981

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２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,431,413 1,980,825

電子記録債務 3,789,010 2,800,524

短期借入金 516,642 533,727

リース債務 125,823 114,604

未払法人税等 2,489,948 2,260,855

賞与引当金 169,408 281,644

役員賞与引当金 159,150 79,575

その他 1,614,198 1,557,703

流動負債合計 11,295,595 9,609,461

固定負債

長期預り保証金 624,406 623,126

リース債務 179,314 201,653

繰延税金負債 1,821,132 2,023,132

役員退職慰労引当金 182,165 187,875

退職給付に係る負債 846,136 883,183

その他 280,482 285,170

固定負債合計 3,933,637 4,204,141

負債合計 15,229,233 13,813,603

純資産の部

株主資本

資本金 1,336,936 1,336,936

資本剰余金 1,269,750 1,269,750

利益剰余金 62,391,536 63,892,539

自己株式 △4,327,166 △4,527,144

株主資本合計 60,671,056 61,972,081

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 358,230 564,055

為替換算調整勘定 2,881,214 2,459,093

退職給付に係る調整累計額 △22,646 △19,851

その他の包括利益累計額合計 3,216,798 3,003,296

純資産合計 63,887,855 64,975,377

負債純資産合計 79,117,088 78,788,981
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（単位：千円）

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 24,335,532 26,319,911

売上原価 15,938,193 17,771,902

売上総利益 8,397,339 8,548,009

販売費及び一般管理費 5,017,054 4,748,623

営業利益 3,380,285 3,799,385

営業外収益

受取利息 72,110 79,359

受取配当金 36,931 34,006

有価物回収益 19,558 50,198

補助金収入 49,106 68,308

技術指導料 7,875 －

その他 71,502 90,398

営業外収益合計 257,083 322,270

営業外費用

支払利息 6,865 5,777

為替差損 123,447 70,856

支払手数料 6,744 7,901

その他 22,925 33,704

営業外費用合計 159,982 118,239

経常利益 3,477,386 4,003,415

特別利益

固定資産売却益 2,165 10,673

特別利益合計 2,165 10,673

特別損失

固定資産除売却損 12,827 4,009

特別損失合計 12,827 4,009

税金等調整前四半期純利益 3,466,723 4,010,079

法人税、住民税及び事業税 1,028,471 977,649

法人税等調整額 △7,240 112,294

法人税等合計 1,021,231 1,089,944

四半期純利益 2,445,492 2,920,135

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,445,492 2,920,135

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,484 205,824

為替換算調整勘定 △715,617 △422,120

退職給付に係る調整額 3,471 2,794

その他の包括利益合計 △723,630 △213,501

四半期包括利益 1,721,861 2,706,633

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,721,861 2,706,633

（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

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利益 3,466,723 4,010,079

減価償却費 1,032,835 1,048,408

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35,470 △15,285

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △83,325 △79,575

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 33,009 40,692

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 4,233 △2,235

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,160 5,710

受取利息及び受取配当金 △109,041 △113,365

支払利息 6,865 5,777

固定資産除売却損益（△は益） 10,732 △6,663

売上債権の増減額（△は増加） 840,472 △376,298

たな卸資産の増減額（△は増加） △459,609 641,484

仕入債務の増減額（△は減少） △899,161 △1,125,848

その他 △775,939 555,724

小計 3,003,165 4,588,605

利息及び配当金の受取額 116,570 117,176

利息の支払額 △6,641 △5,318

法人税等の支払額 △1,450,063 △1,155,154

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,663,031 3,545,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △245,238 △1,218,504

定期預金の払戻による収入 285,537 123,040

固定資産の取得による支出 △1,243,451 △749,464

固定資産の売却による収入 2,671 18,818

投資有価証券の取得による支出 △5,152 △504,225

その他 32,396 33,062

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,173,237 △2,297,273

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） △78,098 20,720

リース債務の返済による支出 △66,701 △68,831

自己株式の取得による支出 △103 △199,978

配当金の支払額 △1,350,286 △1,419,167

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,495,190 △1,667,256

現金及び現金同等物に係る換算差額 △361,223 △135,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,366,620 △554,846

現金及び現金同等物の期首残高 30,593,368 23,145,215

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,226,747 22,590,369

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：千円）

報告セグメント

その他

（注）１
合計 調整額

四半期連結

損益及び包

括利益計算

書計上額

（注）２

表面処理用

資材事業

表面処理用

機械事業

めっき加工

事業

不動産賃貸

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 18,193,471 2,933,701 2,818,207 383,949 24,329,329 6,202 24,335,532 － 24,335,532

セグメント間の内部

売上高又は振替高
22,223 51,280 － － 73,504 － 73,504 △73,504 －

計 18,215,695 2,984,981 2,818,207 383,949 24,402,834 6,202 24,409,037 △73,504 24,335,532

セグメント利益 2,973,807 123,776 73,177 204,394 3,375,156 5,129 3,380,285 － 3,380,285

（単位：千円）

報告セグメント

その他

（注）１
合計 調整額

四半期連結

損益及び包

括利益計算

書計上額

（注）２

表面処理用

資材事業

表面処理用

機械事業

めっき加工

事業

不動産賃貸

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 19,727,860 4,205,613 1,976,218 404,284 26,313,976 5,934 26,319,911 － 26,319,911

セグメント間の内部

売上高又は振替高
16,536 1,075 － － 17,611 － 17,611 △17,611 －

計 19,744,396 4,206,688 1,976,218 404,284 26,331,588 5,934 26,337,523 △17,611 26,319,911

セグメント利益または

損失（△）
3,531,054 225,197 △191,018 229,065 3,794,297 5,087 3,799,385 － 3,799,385

（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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　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）

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）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ロイヤルティ収入を含ん

でおります。

２．セグメント利益の合計は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ　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）

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）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ロイヤルティ収入を含ん

でおります。

２．セグメント利益または損失（△）の合計は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致し

ております。
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