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1. 2020年3月期の連結業績（2019年4月1日～2020年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期 115,479 △2.9 5,189 △41.9 4,789 △44.4 2,586 △61.6

2019年3月期 118,910 9.6 8,926 19.7 8,610 79.6 6,743 54.2

（注）包括利益 2020年3月期　　△418百万円 （―％） 2019年3月期　　6,481百万円 （15.1％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2020年3月期 98.81 ― 7.9 3.8 4.5

2019年3月期 257.65 ― 20.2 7.5 7.5

（参考） 持分法投資損益 2020年3月期 ―百万円 2019年3月期 ―百万円

(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

2020年3月期 129,237 32,482 25.0 1,233.61

2019年3月期 120,655 33,587 27.8 1,283.24

（参考） 自己資本 2020年3月期 32,288百万円 2019年3月期 33,587百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2020年3月期 11,240 △14,937 6,249 13,646

2019年3月期 11,466 △17,292 1,956 11,419

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2019年3月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00 916 13.6 3.0

2020年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 785 30.4 2.4

2021年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

2021年３月期(予想)配当金については、現時点において未定であります。

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）
（％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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

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感染症拡大の影響により、現時点で合理的に算定をすることが困難であることから未定とい
たします。今後、業績予想が算定可能となった時点で速やかに公表いたします。



※ 注記事項

(1) 期中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）　：　有

新規 1 社 （社名）
Meiko Towada Vietnam Co.,

Ltd.
、 除外 ― 社 （社名）

(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 　：　有

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

(注) 詳細は、添付資料12ページ「３．連結財務諸表及び主な注記(５)連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(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 26,803,320 株 2019年3月期 26,803,320 株

② 期末自己株式数 2020年3月期 629,427 株 2019年3月期 629,378 株

③ 期中平均株式数 2020年3月期 26,173,894 株 2019年3月期 26,173,986 株

（参考）個別業績の概要

2020年3月期の個別業績（2019年4月1日～2020年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期 42,763 0.6 33 △96.8 140 △90.9 △775 ―

2019年3月期 42,499 11.3 1,026 0.5 1,539 ― 2,078 △38.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2020年3月期 △29.63 ―

2019年3月期 79.40 ―

(2) 個別財政状態

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

2020年3月期 98,927 22,031 22.3 841.73

2019年3月期 93,603 23,824 25.5 910.25

（参考） 自己資本 2020年3月期 22,031百万円 2019年3月期 23,824百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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．経営成績等の概況(４)今後の見通し」をご覧ください。

(決算説明会内容の入手方法について)

　当社は、2020年５月21日に機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明会資料については、開催後速やかに当社ホームペー
ジに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における電子部品業界は、在庫調整などの影響から底入れしたとみられましたが、年度末に新型

コロナウイルス感染症が世界中に広がり、各国において感染拡大阻止のため都市封鎖などの施策が行われたことに

よる景気後退に対する懸念が強まりました。

このような状況のもと当社グループでは、中国当局の感染予防措置を受け、広州工場は１月30日から２月９日、

武漢工場は１月30日から３月22日まで操業を停止いたしました。この間、ベトナムや日本国内の各工場、再稼働後

の広州工場で武漢工場受注分の代替生産を進めるとともに、サプライチェーンの観点から他の基板メーカーでの生

産を打診するなどの施策を推進しました。このため、第４四半期において販売の減少や操業停止期間中の工場固定

費の負担などにより業績への影響が生じました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、115,479百万円（前期比2.9％減）と前期と比べ3,431百万円の減収とな

りました。損益面では、営業利益が5,189百万円（前期比41.9％減）、経常利益が4,789百万円（前期比44.4％減）、

親会社株主に帰属する当期純利益が2,586百万円（前期比61.6％減）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

当連結会計年度末の資産は、129,237百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,582百万円増加しました。流動資

産において、現金及び預金が2,232百万円増加、受取手形及び売掛金が1,385百万円減少、たな卸資産が2,982百万円

増加、固定資産において、有形固定資産が4,443百万円増加、投資有価証券が1,695百万円増加、投資その他の資産

のその他が2,037百万円減少が主な要因であります。

（負債）

　当連結会計年度末の負債は、96,755百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,687百万円増加しました。流動負債

において、支払手形及び買掛金が1,934百万円増加、短期借入金が2,048百万円増加、１年内返済予定の長期借入金

が1,158百万円増加、流動負債のその他が897百万円減少、固定負債において、長期借入金が5,713百万円増加が主な

要因であります。

（純資産）

　当連結会計年度末の純資産は、32,482百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,105百万円減少しました。利益剰

余金が1,670百万円増加、為替換算調整勘定が2,946百万円減少が主な要因であります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、13,646百万円となり、前連結会計年

度に比べ2,226百万円増加しました。

当連結会計年度における各キュッシュ・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）

営業活動の結果得られた資金は、11,240百万円で、前連結会計年度に比べ226百万円減少しました。増加の主な内

訳は、税金等調整前当期純利益3,265百万円、減価償却費6,587百万円、売上債権の減少2,361百万円、仕入債務の増

加1,005百万円であり、減少の主な内訳は、たな卸資産の増加2,448百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、14,937百万円で、前連結会計年度に比べ2,355百万円支出が減少しました。支出

の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出13,569百万円、投資有価証券の取得による支出1,502百万円でありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、6,249百万円で、前連結会計年度に比べ4,292百万円増加しました。収入の主な

内訳は、短期借入金の純増額1,133百万円、長期借入れによる収入21,500百万円であり、支出の主な内訳は、長期借

入金の返済による支出14,671百万円、配当金の支払額915百万円であります。
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（４）今後の見通し

2021年３月期の連結業績予想については、新型コロナウイルス感染症拡大による顧客の生産計画への影響を精査

中であり、現時点では合理的な算定が困難であるため、未定とします。今後、連結業績予想の算定が可能となった

時点で速やかに開示します。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務

諸表を作成する方針であります。

　なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,657 13,889

受取手形及び売掛金 25,833 24,448

商品及び製品 5,884 5,148

仕掛品 4,674 5,505

原材料及び貯蔵品 5,413 8,302

未収入金 1,478 1,504

その他 1,222 1,053

貸倒引当金 △143 △135

流動資産合計 56,021 59,716

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 36,732 43,778

減価償却累計額 △18,888 △20,573

建物及び構築物（純額） 17,843 23,205

機械装置及び運搬具 76,155 83,588

減価償却累計額 △51,674 △54,412

機械装置及び運搬具（純額） 24,480 29,175

土地 1,488 1,488

リース資産 6,476 4,120

減価償却累計額 △2,593 △1,467

リース資産（純額） 3,882 2,652

建設仮勘定 9,580 4,909

その他 4,457 4,913

減価償却累計額 △3,179 △3,347

その他（純額） 1,277 1,565

有形固定資産合計 58,553 62,997

無形固定資産 269 827

投資その他の資産

投資有価証券 1,525 3,221

長期貸付金 238 256

繰延税金資産 867 1,028

その他 3,333 1,295

貸倒引当金 △152 △105

投資その他の資産合計 5,811 5,696

固定資産合計 64,634 69,520

資産合計 120,655 129,237
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,797 17,732

短期借入金 7,637 9,686

1年内返済予定の長期借入金 14,385 15,544

リース債務 698 560

未払法人税等 220 204

賞与引当金 667 687

役員賞与引当金 18 40

その他 8,506 7,609

流動負債合計 47,932 52,064

固定負債

長期借入金 34,764 40,478

リース債務 1,112 934

役員退職慰労引当金 217 217

退職給付に係る負債 2,689 2,696

その他 351 363

固定負債合計 39,135 44,691

負債合計 87,068 96,755

純資産の部

株主資本

資本金 12,888 12,888

資本剰余金 6,464 6,464

利益剰余金 11,489 13,159

自己株式 △396 △396

株主資本合計 30,446 32,116

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △65 △8

繰延ヘッジ損益 183 30

為替換算調整勘定 3,322 375

退職給付に係る調整累計額 △298 △224

その他の包括利益累計額合計 3,141 172

非支配株主持分 ― 193

純資産合計 33,587 32,482

負債純資産合計 120,655 129,237
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 118,910 115,479

売上原価 98,862 98,733

売上総利益 20,048 16,745

販売費及び一般管理費 11,121 11,556

営業利益 8,926 5,189

営業外収益

受取利息 59 96

受取配当金 7 6

受取保険金 654 325

助成金収入 302 183

為替差益 517 ―

その他 211 148

営業外収益合計 1,752 760

営業外費用

支払利息 801 691

為替差損 ― 61

その他 1,266 407

営業外費用合計 2,067 1,160

経常利益 8,610 4,789

特別利益

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 0 3

投資有価証券評価損戻入益 ― 327

特別利益合計 1 331

特別損失

固定資産除売却損 224 140

事業構造改善費用 525 209

工場休止費用 ― 1,249

その他 0 255

特別損失合計 750 1,855

税金等調整前当期純利益 7,862 3,265

法人税、住民税及び事業税 753 875

法人税等調整額 365 △157

法人税等合計 1,119 717

当期純利益 6,743 2,548

非支配株主に帰属する当期純損失（△） ― △37

親会社株主に帰属する当期純利益 6,743 2,586
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当期純利益 6,743 2,548

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △87 57

繰延ヘッジ損益 △115 △153

為替換算調整勘定 △189 △2,944

退職給付に係る調整額 130 73

その他の包括利益合計 △262 △2,967

包括利益 6,481 △418

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 6,481 △382

非支配株主に係る包括利益 ― △35
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 12,888 11,745 5,400 △396 29,638

当期変動額

剰余金の配当 △654 △654

親会社株主に帰属する

当期純利益
6,743 6,743

自己株式の取得 △5,281 △5,281

自己株式の消却 △5,281 5,281 ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― △5,281 6,089 △0 807

当期末残高 12,888 6,464 11,489 △396 30,446

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 21 298 3,512 △428 3,403 ― 33,042

当期変動額

剰余金の配当 △654

親会社株主に帰属する

当期純利益
6,743

自己株式の取得 △5,281

自己株式の消却 ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△87 △115 △189 130 △262 ― △262

当期変動額合計 △87 △115 △189 130 △262 ― 545

当期末残高 △65 183 3,322 △298 3,141 ― 33,587
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当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 12,888 6,464 11,489 △396 30,446

当期変動額

剰余金の配当 △916 △916

親会社株主に帰属する

当期純利益
2,586 2,586

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の消却 ― ― ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 1,670 △0 1,670

当期末残高 12,888 6,464 13,159 △396 32,116

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 △65 183 3,322 △298 3,141 ― 33,587

当期変動額

剰余金の配当 △916

親会社株主に帰属する

当期純利益
2,586

自己株式の取得 △0

自己株式の消却 ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
57 △153 △2,946 73 △2,969 193 △2,775

当期変動額合計 57 △153 △2,946 73 △2,969 193 △1,105

当期末残高 △8 30 375 △224 172 193 32,482
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 7,862 3,265

減価償却費 6,281 6,587

のれん償却額 ― 20

貸倒引当金の増減額（△は減少） △170 △46

賞与引当金の増減額（△は減少） 25 21

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △41 21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 161 80

受取利息及び受取配当金 △66 △102

支払利息 801 691

受取保険金 △654 △325

為替差損益（△は益） △54 249

有形固定資産除売却損益（△は益） 222 139

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △3

投資有価証券評価損益（△は益） ― 167

投資有価証券評価損戻入益 ― △327

事業構造改善費用 525 209

工場休止費用 ― 1,249

売上債権の増減額（△は増加） △1,204 2,361

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,528 △2,448

仕入債務の増減額（△は減少） △309 1,005

その他の資産の増減額（△は増加） 183 614

その他の負債の増減額（△は減少） 18 △84

その他 271 34

小計 12,323 13,382

利息及び配当金の受取額 66 101

利息の支払額 △821 △688

保険金の受取額 654 325

事業構造改善費用の支払額 ― △209

工場休止費用の支払額 ― △760

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △756 △909

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,466 11,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △14,718 △13,569

有形固定資産の売却による収入 40 1

無形固定資産の取得による支出 △112 △181

投資有価証券の取得による支出 △973 △1,502

投資有価証券の売却による収入 1 5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

― △561

保険積立金の積立による支出 △2 △2

その他 △1,526 873

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,292 △14,937
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

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） △5,725 1,133

長期借入れによる収入 25,654 21,500

長期借入金の返済による支出 △10,840 △14,671

リース債務の返済による支出 △1,197 △796

自己株式の取得による支出 △5,281 △0

配当金の支払額 △653 △915

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,956 6,249

現金及び現金同等物に係る換算差額 98 △325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,770 2,226

現金及び現金同等物の期首残高 15,190 11,419

現金及び現金同等物の期末残高 11,419 13,646
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（５）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。

(会計方針の変更)

国際財務報告基準（IFRS）を適用する在外連結子会社において、当連結会計年度よりIFRS第16号「リース」を適

用し、原則としてすべての借手としてのリースを連結貸借対照表に資産及び負債として計上する方法に変更してお

ります。当該会計基準の適用にあたっては、経過措置として認められている本基準の適用による累積的影響を適用

開始日に認識する方法を採用しております。

この結果、当連結会計年度末の流動資産の「その他」が27百万円減少、有形固定資産の「リース資産（純額）」

が1,204百万円増加、投資その他の資産の「その他」が790百万円減少し、流動負債の「リース債務」が104百万円及

び固定負債の「リース債務」が267百万円それぞれ増加しております。当連結会計年度の損益に与える影響は軽微で

あります。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社グループは、電子回路基板等の設計、製造販売及びこれらの付随業務の電子関連事業を主とし、その他の事

業については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(１株当たり情報)
　

項目
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり純資産額 1,283円24銭 1,233円61銭

１株当たり当期純利益 257円65銭 98円81銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 6,743 2,586

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益 (百万円)

6,743 2,586

普通株式の期中平均株式数 (株) 26,173,986 26,173,894

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

役員の異動

① 代表取締役の異動

該当事項はありません。

② その他の役員の異動

1. 新任取締役候補

取締役(社外) 原田 隆

2. 退任予定取締役

取締役 平山 隆英

3. 新任監査役候補

監査役(社外) 宮内 弘

4. 退任予定監査役

監査役(社外) 原田 隆

③ 就任及び退任予定日

2020年６月24日
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