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1. 2021年3月期第3四半期の業績（2020年4月1日～2020年12月31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3四半期 8,803 17.0 603 ― 631 ― 428 ―

2020年3月期第3四半期 7,526 5.1 △104 ― △89 ― △76 ―

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 60.22 ―

2020年3月期第3四半期 △10.76 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期第3四半期 13,337 5,437 40.8 764.63

2020年3月期 12,156 4,861 40.0 683.68

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 5,437百万円 2020年3月期 4,861百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00

2021年3月期 ― ― ―

2021年3月期（予想） 10.00 10.00

（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 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 12,000 3.5 550 78.9 580 81.2 420 58.0 59.06

（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) 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3Q 7,200,000 株 2020年3月期 7,200,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 88,606 株 2020年3月期 88,606 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 7,111,394 株 2020年3月期3Q 7,111,394 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

本資料に掲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きましては、添付
資料２ページ「経営成績に関する説明」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３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の各種施策を背景に、企業の生産活動や個人

消費の上向き等により景気は緩やかな持ち直しが継続しました。

このような事業環境の中、労働安全衛生保護具を供給している当社は、主要顧客である製造業か

らの受注が景気減速の影響を大きく受けることも無く、また新型コロナウイルス感染症対策として

使い捨て式防じんマスク・保護衣等の受注が第１四半期に続き、感染拡大第３波が騒がれる現在も

好調を維持していることから、売上高は前年同四半期比17.0％増の88億３百万円となりました。

また、利益面でも、製品売上高の大幅な増加の影響により製品原価は増加したものの、製品原価

率の改善で、売上総利益は前年同四半期比29.3％増の28億98百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、売上高増加に伴い運送費等が増加した一方、従来の営業活動方法を見

直したことによる諸経費削減が奏功して、全体としては前年同四半期比2.2％減の22億95百万円と

なりました。

以上の結果、営業利益は、６億３百万円（前年同四半期は営業損失１億４百万円）、経常利益は、

６億31百万円（前年同四半期は経常損失89百万円）、四半期純利益は、４億28百万円（前年同四半

期は四半期純損失76百万円）の増収増益決算となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第３四半期会計期間末における資産合計は133億37百万円となり、前事業年度末に比べて11億80

百万円増加しました。これは、商品及び製品、原材料及び貯蔵品等の流動資産が２億２百万円増加

したことに加えて、固定資産が投資有価証券の評価増のほか、船引事業所内での建設仮勘定の増加

等により９億78百万円増加したことによるものです。

(負債)

当第３四半期会計期間末における負債合計は78億99百万円となり、前事業年度末に比べて６億５

百万円増加しました。これは流動負債が電子記録債務や買掛金は減少したものの、短期借入金の増

加等により９億29百万円増加、固定負債が長期借入金の減少等により３億24百万円減少したことに

よるものです。

(純資産)

当第３四半期会計期間末における純資産合計は54億37百万円となり、前事業年度末に比べて５億

75百万円増加しました。これは主に、利益剰余金合計が３億57百万円、その他有価証券評価差額金

が２億18百万円増加したことによるものです。

この結果、当第３四半期会計期間末時点での自己資本比率は40.8％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

通期の業績予想につきましては、2020年12月10日に公表しておりますが、第４四半期以降の受注

動向を踏まえて、当事業年度の着地見込みを精査中であり、作業終了次第速やかに発表させていた

だきます。
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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３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,495,939 1,324,869

受取手形及び売掛金 2,796,063 2,200,225

電子記録債権 463,927 417,519

商品及び製品 1,687,325 2,216,196

仕掛品 461,160 608,891

原材料及び貯蔵品 760,905 979,321

その他 33,916 155,491

貸倒引当金 △45 △1,283

流動資産合計 7,699,192 7,901,232

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,340,561 1,353,399

その他 2,179,092 2,826,626

有形固定資産合計 3,519,654 4,180,025

無形固定資産 109,411 101,863

投資その他の資産 828,333 1,154,249

固定資産合計 4,457,399 5,436,137

資産合計 12,156,592 13,337,370

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 997,760 1,036,545

電子記録債務 1,987,392 1,793,836

短期借入金 900,000 2,100,000

1年内返済予定の長期借入金 620,000 575,000

賞与引当金 196,966 85,136

その他 546,807 587,618

流動負債合計 5,248,926 6,178,137

固定負債

長期借入金 1,420,000 1,000,000

退職給付引当金 172,012 145,364

その他 453,747 576,298

固定負債合計 2,045,759 1,721,662

負債合計 7,294,686 7,899,799

純資産の部

株主資本

資本金 570,000 570,000

資本剰余金 272,577 272,577

利益剰余金 3,626,397 3,983,543

自己株式 △56,938 △56,938

株主資本合計 4,412,035 4,769,182

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 449,870 668,388

評価・換算差額等合計 449,870 668,388

純資産合計 4,861,905 5,437,571

負債純資産合計 12,156,592 13,337,370
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 7,526,886 8,803,335

売上原価 5,284,310 5,904,655

売上総利益 2,242,575 2,898,679

販売費及び一般管理費 2,346,760 2,295,652

営業利益又は営業損失（△） △104,184 603,027

営業外収益

受取利息 185 151

受取配当金 17,486 16,436

受取ロイヤリティー 24,032 32,449

その他 10,792 21,092

営業外収益合計 52,496 70,129

営業外費用

支払利息 11,409 10,496

売上割引 20,618 26,571

その他 6,002 4,641

営業外費用合計 38,030 41,710

経常利益又は経常損失（△） △89,719 631,446

特別損失

固定資産除却損 9,441 9,177

特別損失合計 9,441 9,177

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △99,161 622,269

法人税、住民税及び事業税 4,350 158,689

法人税等調整額 △27,015 35,319

法人税等合計 △22,665 194,009

四半期純利益又は四半期純損失（△） △76,495 428,260

　

（株）重松製作所（7980）2021年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

－4－



（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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