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1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6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1四半期 5,196 △16.3 △201 ― △303 ― △250 ―

2020年3月期第1四半期 6,207 △8.8 △170 ― △201 ― △217 ―

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　△295百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期　　△0百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △17.89 ―

2020年3月期第1四半期 △15.57 ―

(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1四半期 20,639 2,216 10.0

2020年3月期 20,636 2,511 11.4

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 2,070百万円 2020年3月期 2,345百万円

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 ― 0.00 0.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） ― ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）2021年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定としております。

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）

　2021年３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の感染拡大により経済活動への様々な影響が及んでおり、多分に不確定な要素が多
いことから、現段階において合理的に算定することが困難であるため未定としております。今後、業績予想の開示が可能となった段階で速やかに公表いた
します。



※ 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1Q 13,976,000 株 2020年3月期 13,976,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 1,413 株 2020年3月期 1,413 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 13,974,587 株 2020年3月期1Q 13,974,587 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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)３ページ「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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法）

　四半期決算補足説明資料については、2020年８月初旬に当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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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世界の経済情勢は、長期化する米中貿易摩擦の解消が進まないなか、新型

コロナウイルスの感染が世界に拡大し、各国において経済活動の抑制等が行われたことにより、景気は大きく減

速することとなりました。

わが国経済におきましても、新型コロナウイルスの感染が全国に拡大し、４月に緊急事態宣言が発令されたこ

とにより個人生活や企業活動が制限され、また海外からの入国制限の影響等もあり内需が落ち込むなど、極めて

厳しい経済情勢となりました。

プリント配線板業界におきましては、米中貿易摩擦の長期化や中国の景気低迷等の影響により電子部品全体の

需要が減少するなか、新型コロナウイルスの感染が世界規模で拡大したことにより、更に厳しい受注環境となり

ました。

このような状況のなか、当社主力のプリント配線板事業におきましては、国内外においてカーエレクトロニク

ス関連をはじめ、ホームアプライアンス関連や電子応用関連といった主力分野の受注が減少いたしました。また、

検査機・ソリューション事業におきましても、販売数は減少いたしました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は5,196百万円となり、前年同期比では1,010百万円（△

16.3％）の減収となりました。

営業損益につきましては、グループを挙げて製造原価や販売費及び一般管理費の圧縮に懸命に努めたものの、

売上高減収を賄うことはできず、201百万円の営業損失となり、前年同期比では30百万円の悪化となりました。

経常損益につきましては、営業損益が悪化したことや為替相場の変動に伴い、前年同期に発生した為替差益が

差損に転じた結果、303百万円の経常損失となり、前年同期比では101百万円の悪化となりました。

親会社株主に帰属する四半期純損益につきましては、税金費用は減少したものの、経常損益が悪化した結果、

250百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失となり、前年同期比では32百万円の悪化となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、20,639百万円（前連結会計年度末比２百万円増）となりまし

た。その内訳は、流動資産が10,731百万円（前連結会計年度末比68百万円増）、固定資産が9,908百万円（前連

結会計年度末比65百万円減）であり、主な増減要因は次のとおりであります。

流動資産につきましては、現金及び預金は1,584百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が1,271百万円、

電子記録債権が66百万円、製品が151百万円、その他が90百万円減少したことによるものであります。固定資産

につきましては、投資その他の資産は47百万円増加いたしましたが、有形固定資産が101百万円減少したことに

よるものであります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、18,423百万円（前連結会計年度末比297百万円増）となりまし

た。その内訳は、流動負債が11,586百万円（前連結会計年度末比556百万円減）、固定負債が6,837百万円（前

連結会計年度末比854百万円増）であり、主な増減要因は次のとおりであります。

流動負債につきましては、短期借入金が151百万円、１年内返済予定の長期借入金が108百万円増加しました

が、支払手形及び買掛金が537百万円、電子記録債務が115百万円、賞与引当金が200百万円減少したことによる

ものであります。固定負債につきましては、長期借入金が898百万円増加したことによるものであります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、2,216百万円（前連結会計年度末比295百万円減）となりまし

た。主な増減要因は、利益剰余金が250百万円、為替換算調整勘定が40百万円減少したことによるものでありま

す。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３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の感染拡大により経済活動への様々な影響

が及んでおります。経済活動は一旦再開されたものの、今後第二波の到来も懸念されることから、将来に与える

影響を未だ見通すことができず、今後の受注状況等を適正且つ合理的に算定することが困難であるため、引き続

き未定とさせていただきます。

なお、今後、新型コロナウイルス感染拡大の動向を注視しながら、業績予想の開示が可能となった時点で速や

かに公表いたします。
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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：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,937 3,522

受取手形及び売掛金 5,361 4,089

電子記録債権 342 276

製品 1,704 1,553

仕掛品 517 579

原材料及び貯蔵品 442 443

その他 358 268

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 10,663 10,731

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,100 3,002

機械装置及び運搬具（純額） 2,256 2,219

その他（純額） 3,077 3,110

有形固定資産合計 8,433 8,332

無形固定資産 234 223

投資その他の資産

その他 1,321 1,369

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 1,305 1,352

固定資産合計 9,973 9,908

資産合計 20,636 20,639

決算短信（宝印刷） 2020年08月07日 11時24分 4ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



シライ電子工業株式会社(6658) 2021年３月期 第１四半期決算短信

5

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,363 2,826

電子記録債務 1,000 885

短期借入金 4,466 4,618

1年内返済予定の長期借入金 1,755 1,864

未払法人税等 127 57

賞与引当金 287 87

その他 1,141 1,246

流動負債合計 12,142 11,586

固定負債

社債 200 200

長期借入金 4,704 5,602

退職給付に係る負債 547 534

資産除去債務 149 149

その他 381 350

固定負債合計 5,982 6,837

負債合計 18,125 18,423

純資産の部

株主資本

資本金 1,361 1,361

資本剰余金 1,506 1,506

利益剰余金 486 236

自己株式 △0 △0

株主資本合計 3,355 3,105

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19 34

為替換算調整勘定 △991 △1,032

退職給付に係る調整累計額 △37 △36

その他の包括利益累計額合計 △1,009 △1,034

非支配株主持分 165 145

純資産合計 2,511 2,216

負債純資産合計 20,636 20,639
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 6,207 5,196

売上原価 5,375 4,542

売上総利益 831 654

販売費及び一般管理費 1,002 856

営業損失（△） △170 △201

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 1 1

持分法による投資利益 14 ―

為替差益 22 ―

その他 6 6

営業外収益合計 44 8

営業外費用

支払利息 72 61

為替差損 ― 28

持分法による投資損失 ― 16

その他 3 3

営業外費用合計 75 109

経常損失（△） △201 △303

特別損失

固定資産廃棄損 1 1

固定資産売却損 0 ―

特別損失合計 1 1

税金等調整前四半期純損失（△） △203 △304

法人税、住民税及び事業税 9 △43

法人税等調整額 △0 3

法人税等合計 8 △40

四半期純損失（△） △211 △264

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △217 △250

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

5 △14

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2 14

為替換算調整勘定 172 △95

退職給付に係る調整額 1 1

持分法適用会社に対する持分相当額 39 48

その他の包括利益合計 211 △30

四半期包括利益 △0 △295

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △7 △275

非支配株主に係る四半期包括利益 6 △19
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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。

（追加情報）

（会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国内外の景気の急速な悪化により、当社グループでは受注の減少など

の影響を受けております。このような状況は、当連結会計年度の業績に一時的に影響を及ぼすものの、当連結

会計年度末に向けて経済活動の再開に伴い徐々に回復すると仮定し、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収

可能性等の会計上の見積りを行っております。ただし、この仮定は不確実性が高く、将来における実績値に基

づく結果が、これらの見積り及び仮定とは異なる可能性があります。

（重要な後発事象）

希望退職者の募集について

当社は、2020年８月３日開催の臨時取締役会において、希望退職者の募集を行うことを決議いたしました。

１．希望退職者の募集を行う理由

当社が所属するプリント配線板業界は、米中貿易摩擦の長期化や中国の景気低迷等の影響により、電子部

品全体の需要が減少するなか、新型コロナウイルスの感染が世界規模で拡大したことにより、更に厳しい受

注環境となっております。このような厳しい経営環境下におきまして、事業構造改革の推進や業務の効率化、

役員報酬の減額、各種固定費の削減等の諸施策を行っておりますが、この厳しい経営環境を乗り切るために

は更に踏み込んだ施策の実施が必要と判断し、希望退職者の募集を行うことを決定いたしました。

２．希望退職者募集の概要

(1) 募集対象者 当社社員で適用を認めた者（入社１年未満を除く）

(2) 募集人数 60名程度

(3) 募集期間 2020年９月７日から2020年９月25日まで

(4) 退職日 2020年10月31日

(5) 優遇措置 希望退職者に対し、通常の会社都合退職金に特別加算金を上乗せして支給する。

また、希望者には再就職支援会社を通じた再就職支援を行う。

３．希望退職による損失の見込額

希望退職者の募集により、特別加算金の支給等に伴う特別損失の発生が見込まれますが、現時点では応募者

数が未確定であるため、特別損失の計上予定額は未定であります。
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