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(百万円未満切捨て)

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 8,299 △27.9 180 △21.8 323 44.3 △106 ―

2020年３月期第３四半期 11,511 △21.3 230 △87.8 223 △89.6 △228 ―
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 △575百万円( ―％) 2020年３月期第３四半期 △1,055百万円( ―％)
　

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３四半期 △4.29 ―

2020年３月期第３四半期 △9.19 ―
　

　

（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 28,260 20,983 71.9

2020年３月期 29,719 21,737 70.9
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 20,317百万円 2020年３月期 21,070百万円
　

　

　

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 ― 13.00 ― 7.00 20.00

2021年３月期 ― 0.00 ―

2021年３月期(予想) ― ―
(注)１ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

２ 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 12,390 △17.2 400 △19.8 460 △5.0 0 ― 0.00
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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 ： 無
　

　

（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 24,828,600株 2020年３月期 24,828,600株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 17,944株 2020年３月期 17,944株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 24,810,656株 2020年３月期３Ｑ 24,810,656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。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、四半期決算短信（添付資料）３ペー
ジ「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。
　四半期決算補足説明資料は、2021年２月10日（水）に当社ホームページに掲載する予定です。
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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世界経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に対し、都市封

鎖等が行われたことによる経済の著しい減速から回復基調にはあるものの、依然として経済成長率は昨年を大き

く下回っており、先行き不透明な状況が続きました。

日本経済は、製造業は持ち直しつつありますが、サービス業の景気は依然として低迷が続いており、新型コロ

ナウイルス感染症の感染が再拡大するなど、回復が見通せない状況となっています。

当社企業グループでは、引き続き事業の継続及び従業員の安全を最優先事項とし、新型コロナウイルスの感染

防止策を講じるとともに市場の変化に対応すべく、「持続可能な事業構造の構築」ならびに「収益の改善」を重

点課題として各種施策に取り組んでおります。また、これまでのように対面営業が難しい状況が続くなか、様々

なデジタルツールを活用した非対面での営業活動、IoT等デジタル化に対応した製品の早期実現に向けた取り組み

ならびに生産及び在庫の適正化に向けたサプライチェーンの再構築に努め、さらに一時帰休による経費削減を図

るなど、あらゆる角度から収益力回復に向けた対策を実行しました。

このような環境のもとで、当第３四半期連結累計期間の売上高は82億99百万円（前年同四半期比27.9％減）、

営業利益は１億80百万円（前年同四半期比21.8％減）となりました。経常利益は３億23百万円（前年同四半期比

44.3％増）となり、固定資産売却損を３億３百万円計上したことで、親会社株主に帰属する四半期純損益は１億

６百万円の損失（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失２億28百万円）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。

（工業用ミシン）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が落ち着きを見せ始めた中国が先行して事業活動を再開し、続いて東南

アジア及び欧米各国でも、経済活動の回復に向けた対応が進められたことにより、弱いながらも設備投資需要の

回復が見られるようになりましたが、本格的な設備投資の回復には至らず、売上高は64億75百万円（前年同四半

期比32.0％減）、セグメント利益は８億98百万円（前年同四半期比20.4％減）となりました。

（ダイカスト部品）

自動車生産は回復基調にあり、販路拡大に向けた販売活動を継続して行いました。

売上高は18億24百万円（前年同四半期比8.5％減）、コスト削減などによりセグメント利益は63百万円（前年同四

半期はセグメント損失33百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて76百万円減少し、198億24百万円となりました。これは、商品及び製品

が４億51百万円、受取手形及び売掛金が４億50百万円、原材料及び貯蔵品が１億７百万円それぞれ減少し、現金

及び預金が10億82百万円増加したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて13億82百万円減少し、84億35百万円となりました。これは、有形固定

資産が12億94百万円減少したことなどによります。

　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて14億59百万円減少し、282億60百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて７億10百万円減少し、41億13百万円となりました。これは、支払手形

及び買掛金が３億61百万円、その他が２億３百万円、短期借入金が１億48百万円それぞれ減少したことなどによ

ります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて４百万円増加し、31億63百万円となりました。これは、長期借入金が

１億40百万円増加し、その他が１億29百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて７億５百万円減少し、72億77百万円となりました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて７億53百万円減少し、209億83百万円となりました。これは、為替換算調

整勘定が４億73百万円、利益剰余金が２億80百万円それぞれ減少したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2020年10月30日に公表いたしました連結業績予想を修正いたしました。詳細に

つきましては、本日（2021年１月29日）公表いたしました「2021年３月期通期業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。
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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 5,998,703 7,081,303

受取手形及び売掛金 3,856,634 3,405,762

有価証券 42,145 ―

商品及び製品 5,180,204 4,728,456

仕掛品 658,289 639,365

原材料及び貯蔵品 3,757,987 3,650,706

その他 443,052 328,805

貸倒引当金 △35,142 △9,504

流動資産合計 19,901,874 19,824,896

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,081,197 4,777,666

その他（純額） 3,825,958 2,835,101

有形固定資産合計 8,907,156 7,612,768

無形固定資産 537,213 507,107

投資その他の資産 373,606 316,032

固定資産合計 9,817,976 8,435,908

資産合計 29,719,850 28,260,804

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,243,110 881,200

短期借入金 2,118,425 1,969,925

未払法人税等 45,535 32,971

賞与引当金 92,434 108,610

その他 1,324,475 1,121,194

流動負債合計 4,823,982 4,113,901

固定負債

長期借入金 1,639,361 1,779,834

退職給付に係る負債 567,518 561,595

その他 951,347 821,715

固定負債合計 3,158,226 3,163,145

負債合計 7,982,208 7,277,046
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,255,553 2,255,553

資本剰余金 2,983,084 2,983,084

利益剰余金 15,170,265 14,890,085

自己株式 △5,350 △5,350

株主資本合計 20,403,553 20,123,372

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 21,867 9,394

為替換算調整勘定 732,104 258,116

退職給付に係る調整累計額 △87,273 △73,484

その他の包括利益累計額合計 666,698 194,026

非支配株主持分 667,390 666,358

純資産合計 21,737,641 20,983,757

負債純資産合計 29,719,850 28,260,804
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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３四半期連結累計期間

(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 11,511,916 8,299,972

売上原価 7,760,819 5,229,468

売上総利益 3,751,096 3,070,504

販売費及び一般管理費 3,520,270 2,889,950

営業利益 230,826 180,553

営業外収益

受取利息 13,365 7,185

受取配当金 4,825 2,571

為替差益 5,046 ―

助成金収入 9,870 211,892

その他 17,836 14,266

営業外収益合計 50,944 235,915

営業外費用

支払利息 47,617 56,418

為替差損 ― 33,026

その他 10,207 3,823

営業外費用合計 57,825 93,269

経常利益 223,945 323,199

特別利益

固定資産売却益 993 737

投資有価証券償還益 ― 22,090

特別利益合計 993 22,827

特別損失

固定資産売却損 814 303,174

特別損失合計 814 303,174

税金等調整前四半期純利益 224,124 42,852

法人税、住民税及び事業税 186,713 81,374

法人税等調整額 240,347 50,693

法人税等合計 427,060 132,067

四半期純損失（△） △202,936 △89,215

非支配株主に帰属する四半期純利益 25,168 17,291

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △228,104 △106,506
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(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)

四半期純損失（△） △202,936 △89,215

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,433 △12,472

為替換算調整勘定 △852,580 △487,628

退職給付に係る調整額 △5,058 13,789

その他の包括利益合計 △852,204 △486,311

四半期包括利益 △1,055,141 △575,526

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,046,433 △579,178

非支配株主に係る四半期包括利益 △8,707 3,651
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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。

　


