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(百万円未満切捨て)

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 3,540 △36.2 △104 － △136 － △205 －

2020年３月期第１四半期 5,548 △3.9 286 174.7 310 26.8 222 159.5
(注) 包括利益 2021年３月期第１四半期 △154百万円( －％) 2020年３月期第１四半期 △190百万円( －％)
　

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 △28.61 －

2020年３月期第１四半期 30.96 －
　

　

（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 21,455 11,617 51.1

2020年３月期 21,290 11,840 52.5
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 10,953百万円 2020年３月期 11,181百万円
　

　

　

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 － 8.00 － 9.50 17.50

2021年３月期 －

2021年３月期(予想) 8.00 － 8.00 16.00
(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、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

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 17,300 △17.0 450 △58.4 450 △61.5 300 △52.1 41.74
(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

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）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 7,739,548株 2020年３月期 7,739,548株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 552,784株 2020年３月期 552,784株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 7,186,764株 2020年３月期１Ｑ 7,186,764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当た
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。

決算短信（宝印刷） 2020年08月05日 15時21分 2ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）決算短信（宝印刷） 2020年08月05日 15時21分 2ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



ムトー精工株式会社(7927) 2021年３月期 第１四半期決算短信

－1－

○添付資料の目次

　

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………３

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………３

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………４

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………４

（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 …………………………………………６

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………８

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………８

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………８

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …………………………………………８

（セグメント情報） ……………………………………………………………………………………８

　

決算短信（宝印刷） 2020年08月05日 15時21分 3ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



ムトー精工株式会社(7927) 2021年３月期 第１四半期決算短信

－2－

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の感染拡大を背景に、減速傾向にありま

す。特に、緊急事態宣言の発令に伴い、商業施設の営業停止や外出の自粛などが行われ、消費の落ち込みに加え、

企業業績や雇用環境の悪化が顕著に見られました。

世界経済におきましては、欧米や新興国を中心とした新型コロナウイルスの感染拡大により、各国の経済は低迷

いたしました。また、一部の国では、ロックダウン等の感染拡大防止策が実施され、経済活動が大幅に制限される

など、厳しい状況が続いております。

当社を取り巻く業界においても、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が大きく、全般的に需要は減少して

おります。自動車関連では、各自動車メーカで工場の稼働停止や減産が行われ、世界的に生産・販売台数が減少い

たしました。家電分野では、感染拡大防止策に伴う経済活動の制限を背景に、国内外で需要が落ち込んでおりま

す。一方、テレワークや在宅勤務の増加により、電子ペンやプリンターなど一部では需要の回復が見られました。

医療機器関連では、健康志向の増加に伴い医療ニーズは高まっておりますが、各国における経済活動の制限などを

背景に、需要は底堅く推移いたしました。

このような経済環境の中、当社グループにおきましては、付加価値の高い製品の受注や省力化に向けた生産体制

の強化、内製化の推進などを続けてまいりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を背景とした取引先からの受

注減に伴い、売上高は大きく減少いたしました。その結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高は

35億４千万円と前年同四半期と比べ20億７百万円(36.2％)の減収、営業損失は１億４百万円(前年同四半期は営業

利益２億８千６百万円)、経常損失は為替差損の増加などにより１億３千６百万円(前年同四半期は経常利益３億１

千万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は２億５百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益

２億２千２百万円)となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① プラスチック成形事業

当セグメントにおきましては、テレワークや在宅勤務の増加を背景に、電子ペン部品の売上高は増加いたし

ました。しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大により、多数の取引先からの受注が減少し、プラスチ

ック成形事業全体では減収・減益となりました。その結果、当第１四半期連結累計期間において、売上高はセ

グメント間の内部売上高を含めて33億７千１百万円と前年同四半期と比べ17億５千８百万円(34.3％)の減収と

なり、セグメント損失(営業損失)は３千３百万円(前年同四半期はセグメント利益(営業利益)３億８百万円)と

なりました。

② 精密プレス部品事業

当セグメントにおきましては、医療機器と電子ペン部品の売上高は堅調に推移しましたが、市場の縮小が続

くデジタルカメラ関連部品の売上高は、大幅な減収となりました。自動車向け電装品関係部品におきまして

も、受注の回復が見込めず、厳しい状況が続いております。その結果、当第１四半期連結累計期間において、

売上高はセグメント間の内部売上高を含めて１億２千５百万円と前年同四半期と比べ２億３千７百万円(65.5

％)の減収となり、セグメント損失(営業損失)は６千６百万円(前年同四半期はセグメント損失(営業損失)２千

９百万円)となりました。

③ プリント基板事業

当セグメントにおきましては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、展示会や多くの開発案件が中止とな

りました。そのため、設計部門では、パッケージ基板や民生用の一般基板を中心に受注が減少し、設計業務の

売上高は大きく減少いたしました。検査部門では、各種センサー等に使用されるセラミック基板の売上高が好

調に推移し、増収となりました。その結果、当第１四半期連結累計期間において、売上高はセグメント間の内

部売上高を含めて５千８百万円と前年同四半期と比べ１千５百万円(21.4％)の減収となり、セグメント損失

(営業損失)は４百万円(前年同四半期はセグメント利益(営業利益)７百万円)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億１千８百万

円増加し、139億８千６百万円となりました。現金及び預金が１億９千２百万円、有価証券が９億２千５百万円そ

れぞれ増加し、受取手形及び売掛金が５億９千万円、電子記録債権が１億２千９百万円、商品及び製品が８千５百

万円それぞれ減少したことなどが主な要因です。

固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ５千３百万円減少し、74億６千８百万円となりました。有形

固定資産が８千２百万円減少したことなどが主な要因です。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ１億６千４百万円増加し、214億５千５百万円となりました。

また、流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ２億８千５百万円増加し、64億１百万円となりまし

た。短期借入金が７億円増加し、支払手形及び買掛金が３億５千７百万円減少したことなどが主な要因です。

固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億１百万円増加し、34億３千５百万円となりました。長期

借入金が９千３百万円増加したことなどが主な要因です。

この結果、負債の部は、前連結会計年度末に比べ３億８千７百万円増加し、98億３千７百万円となりました。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億２千２百万円減少し、116億１千７百万円となりました。

利益剰余金が２億７千３百万円減少したことなどが主な要因です。

（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、新型コロナウイルスの感染拡大による影響から合理的な算定は困

難であると判断し、未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報に基づいて連結業績予想を試算し、公表す

ることといたしました。

今後の日本及び世界経済は、新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、全世界的な減速傾向が続くものと思われ

ます。また、各国における感染拡大防止策の緩和に伴い、経済活動は再開されつつありますが、今後も一定の経済

活動の制限が続く可能性があります。このような状況の中、当社グループは、国内生産への回帰や生産地の分散に

よりサプライチェーンの停止に備えると同時に、顧客各社の動向を注視し着実な受注活動を行い、新型コロナウイ

ルスの感染拡大による影響に対応していく所存であります。

以上により、通期の業績については、売上高は173億円(前期比17.0％減)、営業利益は４億５千万円(前期比58.4

％減)、経常利益は４億５千万円(前期比61.5％減)、親会社株主に帰属する当期純利益は３億円(前期比52.1％減)

を見込んでおります。

なお、上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の

業績は今後の様々な要因によって変動する可能性があります。今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合に

は速やかに開示する予定であります。
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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 6,777,546 6,969,590

受取手形及び売掛金 3,189,600 2,599,333

電子記録債権 534,005 404,111

有価証券 － 925,707

商品及び製品 696,611 610,627

仕掛品 965,295 950,389

原材料及び貯蔵品 1,239,252 1,254,769

未収入金 184,488 133,125

その他 182,943 140,633

貸倒引当金 △1,300 △1,300

流動資産合計 13,768,444 13,986,989

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,249,224 2,223,405

機械装置及び運搬具（純額） 2,832,968 2,707,413

土地 1,148,758 1,159,641

リース資産（純額） 2,445 2,257

建設仮勘定 102,941 141,161

その他（純額） 562,930 583,158

有形固定資産合計 6,899,268 6,817,038

無形固定資産 231,233 218,837

投資その他の資産

投資有価証券 146,428 153,012

退職給付に係る資産 90,093 109,914

繰延税金資産 3,409 1,350

その他 154,302 170,803

貸倒引当金 △2,885 △2,885

投資その他の資産合計 391,348 432,195

固定資産合計 7,521,850 7,468,071

資産合計 21,290,294 21,455,060
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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 1,795,252 1,437,371

短期借入金 2,150,000 2,850,000

1年内返済予定の長期借入金 1,292,396 1,322,404

未払法人税等 75,160 89,636

賞与引当金 195,082 106,096

その他 608,490 596,350

流動負債合計 6,116,381 6,401,859

固定負債

長期借入金 2,660,946 2,754,247

繰延税金負債 263,447 268,413

役員退職慰労引当金 158,178 154,940

退職給付に係る負債 239,619 249,036

その他 11,580 8,965

固定負債合計 3,333,771 3,435,604

負債合計 9,450,153 9,837,463

純資産の部

株主資本

資本金 2,188,960 2,188,960

資本剰余金 2,246,168 2,246,168

利益剰余金 8,411,296 8,137,413

自己株式 △397,883 △397,883

株主資本合計 12,448,541 12,174,658

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △20,279 △13,005

為替換算調整勘定 △1,246,692 △1,208,459

その他の包括利益累計額合計 △1,266,972 △1,221,465

非支配株主持分 658,572 664,403

純資産合計 11,840,141 11,617,597

負債純資産合計 21,290,294 21,455,060
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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 5,548,346 3,540,396

売上原価 4,585,849 3,080,427

売上総利益 962,497 459,969

販売費及び一般管理費 676,060 564,419

営業利益又は営業損失（△） 286,437 △104,449

営業外収益

受取利息 25,201 15,417

受取配当金 2,688 2,937

その他 5,446 10,568

営業外収益合計 33,336 28,923

営業外費用

支払利息 8,041 7,932

為替差損 1,670 51,714

その他 － 975

営業外費用合計 9,711 60,623

経常利益又は経常損失（△） 310,061 △136,149

特別利益

固定資産売却益 272 2

特別利益合計 272 2

特別損失

固定資産除却損 192 937

特別損失合計 192 937

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

310,142 △137,084

法人税等合計 71,935 56,437

四半期純利益又は四半期純損失（△） 238,206 △193,522

非支配株主に帰属する四半期純利益 15,693 12,086

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

222,512 △205,608
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 238,206 △193,522

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △284 7,274

為替換算調整勘定 △428,129 31,980

その他の包括利益合計 △428,414 39,255

四半期包括利益 △190,207 △154,267

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △171,108 △160,101

非支配株主に係る四半期包括利益 △19,098 5,834
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

海外連結子会社の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引前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。

（セグメント情報）

Ⅰ 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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

プラスチック
成形事業

精密プレス
部品事業

プリント基板
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 5,124,084 350,954 73,307 5,548,346 － 5,548,346

セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,113 11,658 1,560 19,332 △19,332 －

計 5,130,198 362,612 74,867 5,567,679 △19,332 5,548,346

セグメント利益又は損失(△) 308,887 △29,807 7,357 286,437 － 286,437

(注)セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ 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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

プラスチック
成形事業

精密プレス
部品事業

プリント基板
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,366,579 114,938 58,878 3,540,396 － 3,540,396

セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,082 10,337 － 15,420 △15,420 －

計 3,371,661 125,276 58,878 3,555,816 △15,420 3,540,396

セグメント損失(△) △33,695 △66,056 △4,698 △104,449 － △104,449

(注)セグメント損失(△)の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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