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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 5,563 △12.8 96 △38.8 136 △36.4 49 △28.3

2020年3月期第1四半期 6,382 △2.9 158 △65.6 214 △61.6 69 △74.9

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　151百万円 （△48.1％） 2020年3月期第1四半期　　291百万円 （△28.9％）

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 4.00 ―

2020年3月期第1四半期 5.59 ―

(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 41,036 32,090 73.8

2020年3月期 41,432 32,312 73.6

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 30,269百万円 2020年3月期 30,474百万円

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 ― 28.00 28.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） 0.00 ― 28.00 28.00

（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、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) 13,590 0.2 800 △17.6 884 △17.7 473 △25.7 38.21

通期 29,550 6.4 2,605 21.3 2,746 17.2 1,722 16.7 139.09

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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 ： 有

（注）詳細は、添付資料Ｐ．９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の
会計処理の適用）」をご覧ください。

(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 12,561,000 株 2020年3月期 12,561,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 188,777 株 2020年3月期 188,777 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 12,372,223 株 2020年3月期1Q 12,360,023 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が世界中に蔓延するなかで、

日本国内でも緊急事態宣言による外出自粛要請を受けて経済活動が一気に停滞することとなり、極めて厳しい

状況に置かれました。緊急事態宣言解除後において、段階的な社会経済活動の引き上げがなされるも、いまだ

根本的な感染症拡大に対する防止手段がなく依然として先行きの見通しが難しい状況にあります。 

このような環境のなか、当社グループは、家庭用ガス警報器関連、工業用定置式ガス検知警報器関連、業務

用携帯型ガス検知器関連ならびに、住宅用火災警報器関連の開発、さらには独自のガスセンサ技術を活かした

保安機器や省エネルギーならびにIoT機器等の開発等を行ってまいりました。さらに、当社グループのネット

ワークを活かし世界中のガス事故ゼロを目指し、より一層、安全で快適な環境づくりに貢献するため、高性

能・高品質な製品の開発に取り組み、積極的な営業活動を展開して業績の向上に努めてまいりました。

その結果、売上高は5,563百万円（前年同四半期比12.8％減）となりました。利益につきましては、経常利

益は136百万円（前年同四半期比36.4％減）となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は49百

万円（前年同四半期比28.3％減）となりました。 

当社グループの事業は、ガス警報器事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載の代わりに商

品別概況を記載いたしております。 

当社グループの商品別概況は、次のとおりであります。なお、当第１四半期連結累計期間において、全商品

群が新型コロナウイルスの影響を受け、売上高はそれぞれ前期を下回る結果となりました。

①家庭用ガス警報器関連 

国内向け都市ガス用警報器及び海外向け警報器用ガスセンサの販売が減少し、売上高は2,734百万円（前

年同四半期比12.4％減）となりました。 

②工業用定置式ガス検知警報器関連 

石油化学業界向けガス検知警報器の販売は増加したものの、半導体業界向けガス検知警報器の販売が減少

し、売上高は1,372百万円（前年同四半期比11.0％減）となりました。 

③業務用携帯型ガス検知器関連 

都市ガス業界、ＬＰガス業界及び鉄鋼業界向けガス検知器の販売が減少し、売上高は1,047百万円（前年

同四半期比11.9％減）となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の財政状態について、総資産は、前連結会計年度末に比べ395百万円減少して

41,036百万円（前期末比1.0％減）となりました。 

これは主に、たな卸資産の増加694百万円、電子記録債権の増加371百万円、投資有価証券の増加209百万円

があったものの、受取手形及び売掛金の減少1,399百万円、未収入金（流動資産その他）の減少176百万円によ

るものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ173百万円減少して8,946百万円（前期末比1.9％減）となりました。 

これは主に、長期借入金の増加237百万円、賞与引当金の増加191百万円があったものの、未払金（流動負債

その他及び固定負債その他）の減少479百万円、未払法人税等の減少214百万円によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ、222百万円減少して32,090百万円（前期末比0.7％減）となりました。 

これは主に、その他有価証券評価差額金の増加144百万円があったものの、利益剰余金の減少296百万円、為

替換算調整勘定の減少52百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は73.8％(前期末比0.2％増)となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当第１四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、投資活動及び財務活

動において減少したものの、営業活動において増加し、前連結会計年度末に比べ23百万円増加して11,502百万

円（前期末比0.2％増）となりました。

当第１四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）

営業活動の結果得られた資金は、345百万円（前年同四半期比5.5％増）となりました。

これは主に、たな卸資産の増加704百万円があったものの、売上債権の減少1,019百万円によるものであ

ります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果流出した資金は、229百万円（前年同四半期比48.4％減）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出218百万円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）

財務活動の結果流出した資金は、51百万円（前年同四半期比81.5％減）となりました。

これは主に、長期借入れによる収入400百万円があったものの、配当金の支払額341百万円及び長期借入

金の返済による支出82百万円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 

2021年３月期の連結業績予想につきましては、2020年５月14日の「2020年３月期  決算短信」で公表いたし

ましたとおり、新型コロナウイルス感染症の影響について、先行きの見通しの判断が困難な状況にあるため、

業績予想につきましては、今後のコロナウイルス感染症拡大による影響を織り込んでおりません。引き続きコ

ロナウイルス感染症拡大による影響を慎重に判断し、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示

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 11,818,688 11,845,249 

受取手形及び売掛金 6,214,156 4,814,396 

電子記録債権 1,615,489 1,986,495 

商品及び製品 1,669,268 2,066,847 

仕掛品 1,819,951 1,894,745 

原材料及び貯蔵品 2,556,187 2,778,005 

その他 506,227 380,253 

貸倒引当金 △63,138 △76,620 

流動資産合計 26,136,830 25,689,373 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 2,522,208 2,501,343 

機械装置及び運搬具（純額） 977,582 913,038 

土地 3,149,257 3,149,257 

建設仮勘定 607,630 585,427 

その他（純額） 720,426 719,820 

有形固定資産合計 7,977,106 7,868,887 

無形固定資産    

のれん 1,515,946 1,482,258 

ソフトウエア 136,883 141,255 

ソフトウエア仮勘定 19,066 16,174 

その他 35,854 35,829 

無形固定資産合計 1,707,751 1,675,518 

投資その他の資産    

投資有価証券 3,682,609 3,892,569 

繰延税金資産 191,443 212,040 

退職給付に係る資産 165,929 166,342 

その他 1,572,484 1,533,886 

貸倒引当金 △1,818 △1,818 

投資その他の資産合計 5,610,648 5,803,020 

固定資産合計 15,295,505 15,347,427 

資産合計 41,432,336 41,036,801 
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    （単位：千円） 

 
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 1,760,109 1,669,803 

電子記録債務 1,697,130 1,691,977 

短期借入金 50,000 50,000 

1年内返済予定の長期借入金 330,000 410,000 

未払法人税等 326,243 111,396 

賞与引当金 520,454 711,669 

製品保証引当金 125,427 130,913 

その他 1,466,112 1,225,589 

流動負債合計 6,275,477 6,001,349 

固定負債    

長期借入金 1,272,500 1,510,000 

繰延税金負債 87,704 152,259 

役員退職慰労引当金 121,900 108,145 

退職給付に係る負債 1,086,326 1,089,527 

その他 275,462 85,061 

固定負債合計 2,843,892 2,944,993 

負債合計 9,119,370 8,946,343 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,460,000 1,460,000 

資本剰余金 935,710 935,710 

利益剰余金 27,360,231 27,063,297 

自己株式 △268,602 △268,602 

株主資本合計 29,487,339 29,190,405 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,055,662 1,199,708 

為替換算調整勘定 △28,056 △80,975 

退職給付に係る調整累計額 △40,930 △39,191 

その他の包括利益累計額合計 986,675 1,079,541 

非支配株主持分 1,838,950 1,820,511 

純資産合計 32,312,966 32,090,458 

負債純資産合計 41,432,336 41,036,801 
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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 6,382,191 5,563,851 

売上原価 3,642,187 3,121,370 

売上総利益 2,740,003 2,442,480 

販売費及び一般管理費 2,581,632 2,345,507 

営業利益 158,370 96,973 

営業外収益    

受取利息 1,001 1,076 

受取配当金 27,481 28,384 

持分法による投資利益 15,727 6,180 

その他 40,571 22,007 

営業外収益合計 84,782 57,649 

営業外費用    

支払利息 1,446 1,520 

為替差損 25,579 16,086 

その他 1,433 571 

営業外費用合計 28,460 18,178 

経常利益 214,693 136,444 

特別利益    

固定資産売却益 65 － 

特別利益合計 65 － 

特別損失    

固定資産除却損 185 3,755 

特別損失合計 185 3,755 

税金等調整前四半期純利益 214,573 132,688 

法人税等 115,651 72,179 

四半期純利益 98,921 60,509 

非支配株主に帰属する四半期純利益 29,888 11,020 

親会社株主に帰属する四半期純利益 69,032 49,488 
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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) 

四半期純利益 98,921 60,509 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 170,908 144,127 

為替換算調整勘定 10,405 △42,638 

退職給付に係る調整額 1,313 1,739 

持分法適用会社に対する持分相当額 10,045 △12,453 

その他の包括利益合計 192,672 90,775 

四半期包括利益 291,593 151,284 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 264,121 142,353 

非支配株主に係る四半期包括利益 27,471 8,931 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
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) 

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 214,573 132,688 

減価償却費 202,184 230,064 

有形固定資産除売却損益（△は益） 120 3,755 

のれん償却額 33,687 33,687 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,925 13,521 

賞与引当金の増減額（△は減少） 253,072 191,214 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △4,872 5,486 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △522 5,495 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △279,498 △13,754 

受取利息及び受取配当金 △28,482 △29,461 

支払利息 1,446 1,520 

持分法による投資損益（△は益） △15,727 △6,180 

売上債権の増減額（△は増加） 513,639 1,019,506 

たな卸資産の増減額（△は増加） △173,630 △704,049 

仕入債務の増減額（△は減少） △247,465 △85,191 

その他 294,820 △244,087 

小計 772,270 554,215 

利息及び配当金の受取額 52,492 51,461 

利息の支払額 △1,476 △1,561 

法人税等の支払額 △495,593 △258,412 

営業活動によるキャッシュ・フロー 327,693 345,702 

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 △410,541 △218,260 

有形固定資産の売却による収入 4,867 － 

無形固定資産の取得による支出 △19,291 △13,105 

投資有価証券の取得による支出 △1,507 △1,499 

その他 △18,379 3,308 

投資活動によるキャッシュ・フロー △444,852 △229,556 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入 200,000 400,000 

長期借入金の返済による支出 △76,500 △82,500 

配当金の支払額 △339,987 △341,149 

非支配株主への配当金の支払額 △59,444 △27,370 

財務活動によるキャッシュ・フロー △275,932 △51,020 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,965 △42,055 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △389,126 23,070 

現金及び現金同等物の期首残高 11,542,607 11,479,167 

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,153,480 11,502,238 
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（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）

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）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年6月26日 

定時株主総会
普通株式 346,422 28 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。 
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