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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 13,073 △4.1 1,039 △0.1 1,042 △0.3 711 3.4

2020年３月期第３四半期 13,637 12.2 1,040 14.6 1,045 14.2 688 8.9
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 589百万円(△17.6％) 2020年３月期第３四半期 715百万円( 14.2％)

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 88.24 87.34

2020年３月期第３四半期 84.16 83.35
　

（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 17,369 13,276 74.8

2020年３月期 17,651 13,086 72.5
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 12,999百万円 2020年３月期 12,794百万円
　　

　

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 - 26.00 26.00

2021年３月期 - 0.00 -

2021年３月期(予想) 26.00 26.00
(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 18,000 △2.7 1,170 △22.4 1,190 △22.2 800 △20.7 99.01
(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 ： 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６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３Ｑ 8,745,408株 2020年３月期 8,745,408株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 879,043株 2020年３月期 665,541株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 8,059,922株 2020年３月期３Ｑ 8,175,890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
１．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２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。
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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我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大による国内外の経済活動

の停滞により、景気は急速に悪化いたしました。５月下旬の緊急事態宣言解除後、経済活動は緩やかな持ち直し

局面に入りましたが、感染の再拡大により、依然として、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループが関連する建設市場におきましては、緊急事態宣言の発令に伴い、一部の工事において中断等の

措置が取られた影響がありました。インフラ整備を中心とした一定水準の需要に支えられ、徐々に安定化傾向が

見られるものの、感染症拡大の長期化で、設備投資抑制の影響も引き続き見られることから、感染症拡大前の水

準への回復には時間を要するものと予想されます。

このような状況のなか、当社グループにおきましては、「中期経営ビジョン2020」のもと、成長戦略のキーワ

ードとして掲げる「安定供給」、「安定品質」、「市場創出」の一層の促進に努めてまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は13,073百万円（前年同期比4.1％減）、営業利益1,039百万円

（同0.1％減）、経常利益1,042百万円（同0.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は711百万円（同3.4％

増）となりました。

　各セグメントの業績は以下のとおりであります。

① ファスニング事業

各種設備工事等の需要は、民間工事・公共工事ともに前年を下回る水準で推移しております。これに伴い、当

社の主力製品であるあと施工アンカーの販売は減少いたしました。また、インフラ関連を中心に完成工事高が増

加したものの、ドリル・ファスナー製品の販売、海外売上高については減少し、総じて軟調な推移となりまし

た。

この結果、当セグメントの売上高は9,748百万円（前年同期比4.8％減）、セグメント利益は1,220百万円（同

7.6％減）となりました。

② 機能材事業

電動油圧工具関連の販売が、国内・海外ともに前年を下回る水準で推移いたしました。また、電子基板関連及

びFRPシート関連が減少した一方、アルコール検知器関連が微増を確保したほか、2020年３月期第２四半期より新

たに加わった、包装・物流機器関連の売上高が増加いたしました。

この結果、当セグメントの売上高は3,325百万円（同2.2％減）、セグメント利益は424百万円（同20.2％増）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、前連結会計年度末より281百万円減少して17,369百万円となりまし

た。これは主としてたな卸資産が増加した一方、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。

　負債の合計は前連結会計年度末より472百万円減少して4,092百万円となりました。これは主として未払法人税

等及び長期借入金が減少したことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末より190百万円増加して13,276百万円となりました。これは主として自己株式及び

為替換算調整勘定が減少した一方、利益剰余金が増加したこと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月期通期の連結業績予想につきましては、2020年５月20日公表の業績予想から変更ありません。
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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 2,279,824 2,185,805

受取手形及び売掛金 3,709,586 3,339,166

たな卸資産 4,332,017 4,542,419

その他 433,711 476,445

貸倒引当金 △596 △202

流動資産合計 10,754,544 10,543,636

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,575,876 1,514,487

土地 3,427,894 3,422,674

その他（純額） 652,591 588,193

有形固定資産合計 5,656,362 5,525,355

無形固定資産 71,420 118,392

投資その他の資産 1,169,109 1,182,249

固定資産合計 6,896,892 6,825,997

資産合計 17,651,436 17,369,633

負債の部

流動負債

買掛金 1,227,662 1,149,983

短期借入金 433,240 429,095

未払法人税等 292,432 91,175

賞与引当金 125,771 119,513

その他 700,546 639,195

流動負債合計 2,779,653 2,428,963

固定負債

長期借入金 462,471 351,686

役員退職慰労引当金 15,065 15,946

退職給付に係る負債 1,144,499 1,139,407

その他 163,375 156,903

固定負債合計 1,785,410 1,663,942

負債合計 4,565,063 4,092,906

純資産の部

株主資本

資本金 768,590 768,590

資本剰余金 581,208 584,896

利益剰余金 11,445,725 11,948,947

自己株式 △326,872 △521,612

株主資本合計 12,468,651 12,780,822

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,127 27,747

繰延ヘッジ損益 40,483 21,122

為替換算調整勘定 274,910 169,803

その他の包括利益累計額合計 325,521 218,673

新株予約権 57,538 57,538

非支配株主持分 234,661 219,693

純資産合計 13,086,372 13,276,727

負債純資産合計 17,651,436 17,369,633
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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 13,637,969 13,073,690

売上原価 9,444,915 9,148,178

売上総利益 4,193,053 3,925,511

販売費及び一般管理費 3,152,385 2,885,832

営業利益 1,040,668 1,039,679

営業外収益

受取利息 1,006 852

受取配当金 4,879 2,783

仕入割引 23,262 23,828

為替差益 43,210 43,208

投資不動産賃貸料 16,189 8,622

持分法による投資利益 784 817

その他 24,235 25,513

営業外収益合計 113,568 105,626

営業外費用

支払利息 2,492 2,228

売上割引 95,351 88,935

その他 11,064 11,451

営業外費用合計 108,909 102,615

経常利益 1,045,328 1,042,691

特別利益

固定資産売却益 18 1,260

特別利益合計 18 1,260

特別損失

固定資産除却損 32 1,776

投資有価証券評価損 561 -

役員退職慰労金 - 3,300

特別損失合計 593 5,076

税金等調整前四半期純利益 1,044,752 1,038,874

法人税等 349,030 323,839

四半期純利益 695,721 715,035

非支配株主に帰属する四半期純利益 7,639 3,854

親会社株主に帰属する四半期純利益 688,082 711,180
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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)

四半期純利益 695,721 715,035

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,023 17,622

繰延ヘッジ損益 △11,136 △19,361

為替換算調整勘定 33,857 △123,840

その他の包括利益合計 19,697 △125,580

四半期包括利益 715,419 589,454

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 701,235 604,332

非支配株主に係る四半期包括利益 14,183 △14,877
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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。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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)

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
合計

調整額
(注１)

四半期連結損益
計算書計上額
（注２）ファスニング

事業
機能材事業

売上高

外部顧客への売上高 10,236,937 3,401,032 13,637,969 - 13,637,969

セグメント間の内部売上高
又は振替高

77,691 212,277 289,968 △289,968 -

計 10,314,628 3,613,309 13,927,937 △289,968 13,637,969

セグメント利益 1,320,309 352,698 1,673,008 △632,340 1,040,668

(注) １．セグメント利益の調整額△632,340千円には、セグメント間取引消去1,425千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△633,765千円が含まれております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 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)

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
合計

調整額
(注１)

四半期連結損益
計算書計上額
（注２）ファスニング

事業
機能材事業

売上高

外部顧客への売上高 9,748,562 3,325,127 13,073,690 - 13,073,690

セグメント間の内部売上高
又は振替高

63,767 159,007 222,775 △222,775 -

計 9,812,330 3,484,135 13,296,465 △222,775 13,073,690

セグメント利益 1,220,350 424,103 1,644,453 △604,774 1,039,679

(注) １．セグメント利益の調整額△604,774千円には、セグメント間取引消去10,981千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△615,755千円が含まれております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　


