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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31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3四半期 44,342 △20.3 912 △64.6 1,094 △60.1 806 △55.1

2020年3月期第3四半期 55,659 △7.9 2,577 △19.9 2,742 △19.4 1,798 △26.6

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　1,128百万円 （△39.2％） 2020年3月期第3四半期　　1,856百万円 （△16.8％）

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3四半期 70.33 ―

2020年3月期第3四半期 156.87 ―

(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3四半期 37,078 23,499 62.9

2020年3月期 44,694 23,138 51.4

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 23,323百万円 2020年3月期 22,955百万円

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 ― 25.00 ― 47.00 72.00

2021年3月期 ― 20.00 ―

2021年3月期（予想） 30.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2021年３月期第２四半期末配当金の内訳　普通配当 10円00銭 記念配当 10円00銭（創立100周年記念配当）

2021年３月期期末配当金の内訳　　　　　　 普通配当 20円00銭 記念配当 10円00銭（創立100周年記念配当）

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 64,000 △20.4 1,340 △65.8 1,490 △63.6 1,030 △62.7 89.82

（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

(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．６「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」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3Q 12,067,120 株 2020年3月期 12,067,120 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 599,771 株 2020年3月期 599,771 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 11,467,349 株 2020年3月期3Q 11,462,929 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、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．２「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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部で回復の兆しがみられたものの新型コロナウイルス感染症

の影響により、全体としては厳しい状況で推移いたしました。世界経済につきましても、各国・地域ごとにばらつき

がみられるものの総じて持ち直しの動きがみられましたが、先行きは不透明な状況が続いております。

　当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業におきましては、北米や中国における需要回復により生産台数

は回復傾向が見られますが、設備投資には慎重な姿勢のまま推移いたしました。電気・電子・半導体関連企業におき

ましては、次世代通信規格「５Ｇ」関連需要は好調に推移しておりますが、景気低迷の影響もあり設備投資は低調な

面も見られ、工作機械・産業機械関連企業におきましては、北米や中国において需要回復が見られる一方、国内の設

備投資が低迷していることから、生産動向は力強さに欠ける状況で推移いたしました。

　こうした中、当社グループにおきましては、「次代に向けた経営基盤の強化」を基本方針とした第９次中期経営計

画（2017年度～2019年度）を１年延長し、エンジニアリング力の強化やコンポ販売の領域拡大、グローバルビジネス

の拡大、商材づくりなどに取り組んでまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は44,342百万円（前年同四半期比20.3％減）、営業利益は912百万

円（前年同四半期比64.6％減）、経常利益は1,094百万円（前年同四半期比60.1％減）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は806百万円（前年同四半期比55.1％減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7,616百万円減少し、37,078百万円となりまし

た。主な要因は、流動資産が8,700百万円減少したことによるものであります。

　流動資産は、たな卸資産が639百万円増加したものの、営業債権が10,017百万円減少したことを主因に、前連結会

計年度末に比べて8,700百万円減少し、31,082百万円となりました。

　固定資産は、有形固定資産が700百万円増加したこと及び投資その他の資産が388百万円増加したことを主因に、前

連結会計年度末に比べて1,083百万円増加し、5,996百万円となりました。

　流動負債は、営業債務が7,077百万円減少したこと、未払法人税等が568百万円減少したこと及び賞与引当金が394

百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べて7,966百万円減少し、13,305百万円となりました。

　純資産額は、23,499百万円となり、自己資本比率は62.9％となりました。

(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月期通期の連結業績予想につきましては、2020年７月31日の「2021年３月期　第１四半期決算短信」で公

表いたしましたものから変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,930,077 4,832,431

受取手形及び売掛金 26,526,207 17,318,708

電子記録債権 4,412,987 3,602,958

商品及び製品 2,816,146 3,717,587

仕掛品 631,396 372,598

原材料及び貯蔵品 51,276 47,969

その他 449,889 1,221,641

貸倒引当金 △35,361 △31,386

流動資産合計 39,782,620 31,082,510

固定資産

有形固定資産 2,464,982 3,165,357

無形固定資産 224,882 220,291

投資その他の資産 2,222,470 2,610,571

固定資産合計 4,912,335 5,996,220

資産合計 44,694,956 37,078,731

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,891,590 5,008,098

電子記録債務 7,148,463 5,954,839

短期借入金 190,523 226,221

未払法人税等 588,975 20,462

賞与引当金 643,080 248,854

役員賞与引当金 10,800 25,914

厚生年金基金解散損失引当金 76,676 －

その他 1,722,322 1,821,303

流動負債合計 21,272,431 13,305,694

固定負債

退職給付に係る負債 267,246 261,939

役員退職慰労引当金 3,550 3,550

その他 12,882 8,017

固定負債合計 283,678 273,507

負債合計 21,556,109 13,579,201

純資産の部

株主資本

資本金 1,311,778 1,311,778

資本剰余金 1,382,176 1,382,176

利益剰余金 20,365,407 20,403,604

自己株式 △298,707 △298,707

株主資本合計 22,760,655 22,798,851

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 705,382 1,073,523

為替換算調整勘定 △124,178 △204,292

退職給付に係る調整累計額 △386,269 △344,698

その他の包括利益累計額合計 194,934 524,533

非支配株主持分 183,256 176,144

純資産合計 23,138,846 23,499,529

負債純資産合計 44,694,956 37,078,731

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
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

売上高 55,659,937 44,342,607

売上原価 47,698,042 38,375,216

売上総利益 7,961,895 5,967,391

販売費及び一般管理費 5,384,435 5,054,405

営業利益 2,577,460 912,985

営業外収益

受取利息 3,885 2,218

受取配当金 54,714 49,900

仕入割引 126,912 97,861

その他 23,666 69,753

営業外収益合計 209,178 219,735

営業外費用

支払利息 9,362 5,591

売上割引 31,398 30,513

デリバティブ評価損 2,509 －

その他 980 1,836

営業外費用合計 44,250 37,940

経常利益 2,742,387 1,094,780

特別利益

固定資産売却益 2,453 2,707

投資有価証券売却益 122,133 3,301

厚生年金基金解散損失引当金戻入額 － 32,662

特別利益合計 124,586 38,671

特別損失

固定資産除却損 214 0

退職給付制度改定損 188,952 －

ゴルフ会員権評価損 997 996

特別損失合計 190,163 997

税金等調整前四半期純利益 2,676,810 1,132,454

法人税等 852,466 318,237

四半期純利益 1,824,344 814,216

非支配株主に帰属する四半期純利益 26,140 7,708

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,798,204 806,508

(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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

四半期純利益 1,824,344 814,216

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 89,616 368,141

為替換算調整勘定 △67,853 △94,934

退職給付に係る調整額 10,195 41,571

その他の包括利益合計 31,957 314,778

四半期包括利益 1,856,302 1,128,995

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,824,822 1,136,107

非支配株主に係る四半期包括利益 31,480 △7,112

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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）

　税金費用については、当第３四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しております。
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