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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第１四半期の業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第１四半期 1,159 17.8 132 ― 139 ― 107 ―

2020年３月期第１四半期 984 △17.4 △86 ― △84 ― △101 ―
　

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 97.40 ―

2020年３月期第１四半期 △92.00 ―
　

　

（２）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 6,931 1,998 28.8

2020年３月期 7,215 1,921 26.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 1,998百万円 2020年３月期 1,921百万円

　　

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 ― 20.00 20.00

2021年３月期 ―

2021年３月期(予想) 0.00 ― ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有

　 2021年３月期の期末配当予想は未定であります。
　

　

３．2021年３月期の業績予想（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 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) 2,130 △5.9 150 ― 145 ― 110 ― 99.58

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有

2021年３月期の業績予想につきましては、現時点で通期の合理的な業績予想が困難であるため、第２四半期(累計)
の業績予想のみを記載しております。今後、業績予想の合理的な算定が可能となった時点で速やかに開示いたしま
す。
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※ 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) 2021年３月期１Ｑ 1,120,000株 2020年３月期 1,120,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 15,409株 2020年３月期 15,409株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 1,104,591株 2020年３月期１Ｑ 1,104,714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。なお、上
記業績予想に関する事項は添付資料２ページをご参照ください。
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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１四半期累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の長期化、地政学リスクの高まり等が続くなか、

新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により急激に悪化、先行きが不透明な状況となっております。

このような環境のなか、当第１四半期累計期間の業績は、売上高1,159百万円（前年同四半期比17.8％増）、損

益面におきましては、営業利益132百万円（前年同四半期は営業損失86百万円）、経常利益139百万円（前年同四

半期は経常損失84百万円）、四半期純利益107百万円（前年同四半期は四半期純損失101百万円）となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 製造事業

半導体関連向け真空ポンプ売上は減少したものの、送風機・圧縮機が売上を伸ばし、売上高は992百万円（前年

同四半期比20.9％増）となり、損益面におきましては、セグメント損失1百万円（前年同四半期はセグメント損失

214百万円）と、前年同四半期比増収増益になりました。

　売上高を製品別に示しますと、真空ポンプは433百万円（前年同四半期比12.2％減）、送風機・圧縮機は235百

万円（前年同四半期比143.6％増）、部品は196百万円（前年同四半期比20.5％増）、修理は123百万円（前年同四

半期比81.9％増）の結果となりました。

　また、輸出関係におきましては、売上高は182百万円（前年同四半期比228.4％増）となりました。

② 不動産事業

オフィス市況が引き続き堅調に推移したことから、売上高167百万円（前年同四半期比2.1％増）、セグメント

利益133百万円（前年同四半期比4.6％増）と増収増益になりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間の財政状態は、前事業年度末と比べ、総資産は283百万円減少し6,931百万円、負債は360

百万円減少し4,933百万円、純資産は76百万円増加し1,998百万円となりました。

　総資産の減少は、現金及び預金が217百万円、たな卸資産が67百万円減少したこと等が主な要因です。

　負債の減少は、長期借入金が199百万円、1年内返済予定の長期借入金が57百万円、支払手形及び買掛金が73百

万円、電子記録債務が77百万円減少したこと等が主な要因です。

　純資産の増加は、利益剰余金が85百万円増加したこと等が主な要因です。

　この結果、自己資本比率は28.8％（前事業年度末は26.6％）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

新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大が続くなか、米中貿易摩擦の長期化、地政学リスクの高まり等も

懸念され、世界経済の不確実性による設備投資の先送り等、当社を取り巻く環境は厳しい状況で推移するとみら

れます。第２四半期累計期間の業績につきましては、第１四半期累計期間の業績及び最新の受注動向を反映させ、

公表いたしました。なお、通期業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響

により、現段階では合理的な業績予想の算出が困難であることから未定としております。今後、業績予想の開示

が可能となった時点で速やかに公表いたします。
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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
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,100,730 1,883,506

受取手形及び売掛金 1,425,535 1,351,506

電子記録債権 276,776 356,899

たな卸資産 875,635 807,878

その他 30,695 29,009

貸倒引当金 △2,213 △2,191

流動資産合計 4,707,160 4,426,609

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,292,018 1,294,937

土地 631,643 631,643

その他（純額） 160,878 175,215

有形固定資産合計 2,084,541 2,101,796

無形固定資産 93,704 95,032

投資その他の資産

投資有価証券 254,292 241,956

その他 75,998 66,545

投資その他の資産合計 330,291 308,501

固定資産合計 2,508,536 2,505,330

資産合計 7,215,697 6,931,939

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 443,464 369,967

電子記録債務 462,870 385,726

1年内返済予定の長期借入金 947,793 890,182

未払法人税等 38,303 51,814

賞与引当金 61,677 18,849

その他 309,149 334,304

流動負債合計 2,263,258 2,050,845

固定負債

長期借入金 1,799,315 1,599,802

繰延税金負債 2,522 7,160

退職給付引当金 544,846 542,590

役員退職慰労引当金 140,680 144,754

長期預り保証金 524,190 570,426

その他 19,223 17,762

固定負債合計 3,030,777 2,882,495

負債合計 5,294,036 4,933,340
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 785,000 785,000

資本剰余金 303,931 303,931

利益剰余金 735,429 820,928

自己株式 △29,779 △29,779

株主資本合計 1,794,581 1,880,080

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 127,079 118,517

評価・換算差額等合計 127,079 118,517

純資産合計 1,921,661 1,998,598

負債純資産合計 7,215,697 6,931,939
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

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

売上高 984,220 1,159,110

売上原価 892,350 861,296

売上総利益 91,870 297,814

販売費及び一般管理費 178,332 165,562

営業利益又は営業損失(△) △86,461 132,251

営業外収益

受取利息 92 69

受取配当金 4,492 3,983

違約金収入 ― 2,998

祝金受取額 2,243 ―

その他 4,143 7,098

営業外収益合計 10,970 14,149

営業外費用

支払利息 6,253 5,694

為替差損 2,226 575

その他 106 146

営業外費用合計 8,586 6,416

経常利益又は経常損失(△) △84,077 139,984

特別利益

受取保険金 ― 22,094

特別利益合計 ― 22,094

特別損失

固定資産除却損 ― 50

特別損失合計 ― 50

税引前四半期純利益又は
税引前四半期純損失(△)

△84,077 162,028

法人税、住民税及び事業税 1,877 46,024

法人税等調整額 15,674 8,412

法人税等合計 17,552 54,437

四半期純利益又は四半期純損失(△) △101,629 107,590
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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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