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(百万円未満切捨て)

１．2021年４月期第１四半期の連結業績（2020年５月１日～2020年７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４月期第１四半期 906 △30.7 △232 - △224 - △215 -

2020年４月期第１四半期 1,308 △5.5 7 - △3 - △20 -
(注)包括利益 2021年４月期第１四半期 △402百万円( -％) 2020年４月期第１四半期 △123百万円( -％)
　

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４月期第１四半期 △17.86 -

2020年４月期第１四半期 △1.68 -
　

　

（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４月期第１四半期 9,971 6,968 69.9
2020年４月期 10,557 7,492 71.0
(参考) 自己資本 2021年４月期第１四半期 6,968百万円 2020年４月期 7,492百万円
　　　

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４月期 - 0.00 - 10.00 10.00

2021年４月期 -
2021年４月期(予想) 0.00 - 10.00 10.00

(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４月期の連結業績予想（2020年５月１日～2021年４月30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
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

第２四半期(累計) 1,817 △33.4 △526 - △531 - △722 - △59.78

通期 4,371 △18.5 △774 - △867 - △1,058 - △87.61
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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 ： 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４月期１Ｑ 12,337,700株 2020年４月期 12,337,700株

② 期末自己株式数 2021年４月期１Ｑ 251,663株 2020年４月期 251,063株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年４月期１Ｑ 12,086,233株 2020年４月期１Ｑ 12,048,357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
　2021年4月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大が業績に与える影響を合理的に算
定することが困難なことから未定としていましたが、現時点において入手可能な情報や予測等に基づいて算定いた
しました。詳細は、本日(2020年９月11日)公表の「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。
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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１四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、緊急事態

宣言が発令されたことなどにより、社会・経済活動が停滞するなどの厳しい状況となりました。一方、世帯への

現金給付や企業への資金繰り支援など大規模な経済政策を導入し、消費・投資マインドの持ち直しを図ろうとす

るものの、新型コロナウイルス感染症の第２波への懸念などにより極めて不透明な状況となりました。海外経済

においても、新型コロナウイルス感染症の大流行や米中貿易摩擦の長期化などもあり、極めて不透明な状況とな

りました。

このような状況のもと、当社グループの売上高及び受注の状況は、当社の主要顧客であるスマートフォン、デ

ジタルカメラ、時計、事務機器等の情報通信機器、精密電子機器ならびに自動車メーカー等の研究開発及び生産

状況は、元よりの業界縮小傾向に加え、新型コロナウイルス感染症の影響も重なり、消費の大幅減少を受けて大

変厳しい状況であり、当社に於いての新規開発試作品製造・金型製造および量産品製造の受注・生産の状況は大

変厳しい結果となりました。一方、ロボット・装置関連製品については、当社グループの独自製品であるマッス

ルスーツ、ドローン、配膳ロボット等をはじめとした介護・医療分野及びサポート・サービスロボット分野への

新製品を市場へ投入するとともに、ウィズコロナ・アフターコロナにロボティクス技術を活用した新製品の創出

にも取り組んでおります。また、同分野を中心としたスタートアップ企業への包括事業連携を掲げて開始した

「WORLD ROBOTEC」の取り組みを核として、受託開発や受託製造を拡大すべく積極的に活動しており、一定の成果

を上げておりますが、前述の新規開発試作製品製造・金型製造および量産製造の減少を補填するに至っておりま

せん。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高906百万円(前年同四半期比30.7％減)となり、利益

面につきましては、売上総損失は11百万円(前年同四半期は売上総利益259百万円)、営業損失232百万円(前年同四

半期は営業利益７百万円)となりました。以下、受取配当金、助成金収入等の営業外収益63百万円(同84.6％増)を

加算し、持分法による投資損失及び支払利息等の営業外費用55百万円(同23.9％増)を減じた結果として、経常損

失は224百万円(前年同四半期は経常損失３百万円)となりました。さらに、特別利益として補助金収入52百万円、

特別損失として投資有価証券評価損28百万円及び固定資産圧縮損31百万円を計上しました。

これに税金費用を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は215百万円(前年同四半期は親会社株主

に帰属する四半期純損失20百万円)となりました。

なお、当社グループは「金属製品加工事業」の単一セグメントのためセグメント別の記載を省略しておりま

す。

　参考：製品別売上高 (単位：千円、％)

項目
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年５月１日
　至 2019年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年７月31日)

増減率

試作・金型製品 700,335 481,216 △31.3

量産製品 551,213 275,467 △50.0

ロボット・装置等 54,900 149,992 173.2

その他・ガンマカメラ等 1,922 - -

合計 1,308,372 906,676 △30.7
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（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産に関する事項

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、9,971百万円となり、前連結会計年度末比585百万円の減少

(前連結会計年度末比5.5％減)となりました。うち、流動資産は、4,261百万円となり、前連結会計年度末比312百

万円の減少(同6.8％減)となりました。これは、現金及び預金が186百万円減少(同7.5％減)及び電子記録債権が

136百万円減少(同36.2％減)したことが主因となっております。固定資産は、5,710百万円となり、前連結会計年

度末比272百万円の減少(同4.6％減)となりました。これは、投資有価証券が279百万円減少(同7.4％減)したこと

が主因となっております。

負債合計は、3,003百万円となり、前連結会計年度末比61百万円の減少(前連結会計年度末比2.0％減)となりま

した。うち、流動負債は、1,658百万円となり、前連結会計年度末比65百万円の減少(同3.8％減)となりました。

これは、支払手形及び買掛金が131百万円減少(同22.8％減)及び賞与引当金が53百万円減少(同51.6％減)したこと

が主因となっております。固定負債は、1,344百万円となり、前連結会計年度末比４百万円の増加(同0.3％増)と

なりました。

純資産は、6,968百万円となり、前連結会計年度末比523百万円の減少(前連結会計年度末比7.0％減)となりまし

た。これは、利益剰余金が336百万円減少(同8.1％減)、その他有価証券評価差額金が175百万円減少(同15.0%減)

したことが主因となっております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

新型コロナウイルス感染症の拡大により、国内外への経済活動に影響が広がっており、当社グループの当第１

四半期連結累計期間の業績も影響を受けました。現在でも世界的な新型コロナウイルス感染症の収束時期の見通

しは立っておりませんが、現時点で入手可能な情報に基づき、本日2021年４月期の通期業績予想を公表いたしま

した。

なお、当社グループの業績は、事業環境の変化等、現在および将来において様々なリスクにさらされておりま

す。本業績予想に織り込まれていない事象が発生し、財務上重要な影響があると判断した場合には、適宜ご報告

いたします。
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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：千円)

前連結会計年度
(2020年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,484,016 2,297,698

受取手形及び売掛金 838,761 791,504

電子記録債権 377,393 240,924

商品及び製品 96,686 87,497

仕掛品 196,574 200,651

原材料及び貯蔵品 161,500 153,753

その他 474,965 533,183

貸倒引当金 △56,301 △43,938

流動資産合計 4,573,594 4,261,276

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,723,240 2,696,171

減価償却累計額 △1,433,395 △1,445,760

減損損失累計額 △477,740 △477,740

建物及び構築物（純額） 812,104 772,670

機械装置及び運搬具 3,192,800 3,183,204

減価償却累計額 △2,577,300 △2,592,291

減損損失累計額 △210,469 △210,469

機械装置及び運搬具（純額） 405,030 380,443

工具、器具及び備品 628,469 628,218

減価償却累計額 △557,604 △561,908

減損損失累計額 △17,434 △17,405

工具、器具及び備品（純額） 53,430 48,904

土地 584,800 584,504

建設仮勘定 19,510 93,896

有形固定資産合計 1,874,876 1,880,419

無形固定資産

ソフトウエア 73,634 69,190

その他 3,142 3,120

無形固定資産合計 76,776 72,310

投資その他の資産

投資有価証券 3,780,528 3,500,892

繰延税金資産 4,641 4,800

その他 246,889 252,372

貸倒引当金 △418 △418

投資その他の資産合計 4,031,640 3,757,647

固定資産合計 5,983,293 5,710,377

繰延資産 155 122

資産合計 10,557,043 9,971,775
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 576,193 444,891

短期借入金 640,000 640,000

1年内返済予定の長期借入金 46,312 88,312

未払金 68,969 72,493

未払費用 88,219 99,651

未払法人税等 33,731 32,635

賞与引当金 103,458 50,025

預り金 33,719 53,604

その他 134,053 177,053

流動負債合計 1,724,657 1,658,667

固定負債

長期借入金 29,478 71,650

役員退職慰労引当金 376,344 379,670

退職給付に係る負債 23,205 23,402

資産除去債務 9,044 9,056

繰延税金負債 630,227 550,239

その他 271,656 310,522

固定負債合計 1,339,956 1,344,542

負債合計 3,064,613 3,003,209

純資産の部

株主資本

資本金 1,303,843 1,303,843

資本剰余金 1,193,947 1,193,947

利益剰余金 4,155,675 3,819,005

自己株式 △198,897 △198,897

株主資本合計 6,454,569 6,117,899

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,171,002 995,848

為替換算調整勘定 △133,704 △145,722

退職給付に係る調整累計額 563 540

その他の包括利益累計額合計 1,037,861 850,666

純資産合計 7,492,430 6,968,566

負債純資産合計 10,557,043 9,971,775
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年５月１日
　至 2019年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
　至 2020年７月31日)

売上高 1,308,372 906,676

売上原価 1,048,957 917,697

売上総利益又は売上総損失（△） 259,414 △11,020

販売費及び一般管理費 252,312 221,157

営業利益又は営業損失（△） 7,102 △232,177

営業外収益

受取利息 90 22

受取配当金 21,603 21,768

スクラップ売却収入 5,216 6,027

受取家賃 581 531

助成金収入 1,983 24,826

その他 4,824 10,143

営業外収益合計 34,300 63,320

営業外費用

支払利息 2,484 2,154

為替差損 940 -

持分法による投資損失 40,150 42,197

その他 1,538 11,551

営業外費用合計 45,113 55,904

経常損失（△） △3,711 △224,762

特別利益

補助金収入 - 52,605

特別利益合計 - 52,605

特別損失

投資有価証券評価損 15,000 28,550

固定資産除却損 1,062 -

固定資産圧縮損 - 31,719

特別損失合計 16,062 60,269

税金等調整前四半期純損失（△） △19,773 △232,426

法人税、住民税及び事業税 △7,042 974

法人税等調整額 7,554 △17,597

法人税等合計 512 △16,623

四半期純損失（△） △20,286 △215,803

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △20,286 △215,803
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年５月１日
　至 2019年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
　至 2020年７月31日)

四半期純損失（△） △20,286 △215,803

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △77,215 △175,153

為替換算調整勘定 △25,734 △12,017

退職給付に係る調整額 △28 △23

その他の包括利益合計 △102,978 △187,194

四半期包括利益 △123,264 △402,998

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △123,264 △402,998

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】

　 当社グループの事業は、「金属製品加工事業」の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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