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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 5,025 △27.3 △537 ― △527 ― △717 ―

2020年３月期第３四半期 6,911 △9.5 280 △49.7 297 △48.6 202 △46.3

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 △566百万円 ( ―％) 2020年３月期第３四半期 154百万円 (200.8％)

　

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 △241.41 ―

2020年３月期第３四半期 68.13 ―
　

（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 16,145 6,604 40.9

2020年３月期 17,072 7,215 42.3

(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 6,604百万円 2020年３月期 7,215百万円

　

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 ― 15.00 15.00

2021年３月期 ― 0.00 ―

2021年３月期(予想) 0.00 0.00

(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 7,000 △22.6 △350 ― △350 ― △550 ― △185.04

(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

（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 2,992,999株 2020年３月期 2,992,999株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 20,961株 2020年３月期 20,725株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 2,972,134株 2020年３月期３Ｑ 2,972,396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。
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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感染拡大による景気の減速を踏

まえた政府の経済政策等により一旦は持ち直しの兆しが見られたものの、年末にかけて再び感染拡大の兆候が発現

するなど先行きが不透明な状況が継続しております。

当社グループにおきましては、10月５日から16日まで開催されました「INTERMOLDオンライン展示会」や11月16日

から27日まで開催されました「JIMTOF2020 Online」へ出展し、難削材加工に特化した高送り用工具「SKS-GⅡ 09タ

イプ」（SKG-09/MSG-09形）を始めとした新製品の市場への認知度向上に努めるとともに、新しい形での情報発信に

も積極的に取り組んでまいりました。また、対面による従来の営業活動だけでなく、オンラインセミナーやミーテ

ィングを併せて活用することでWEBとリアルの区別なくあらゆる機会を活用しお客様へ情報をお届けできるよう最善

を尽くしてまいります。

連結売上高は、前年同期比27.3％減の5,025百万円となりました。このうち国内販売は前年同期比34.0％減の

2,680百万円となり、輸出は同17.7％減の2,345百万円となりました。輸出の地域別では、北米向けが前年同期比

17.1％減の527百万円、欧州向けが同15.9％減の631百万円、アジア向けが同18.5％減の1,159百万円、その他地域向

けが同33.8％減の26百万円となり、この結果、連結売上高に占める輸出の割合は、前年同期に比べ5.5ポイント増加

し46.7％となりました。

製品別では、焼肌チップが前年同期比38.3％減の441百万円、切削工具が同25.7％減の3,920百万円、耐摩耗工具

が同37.0％減の574百万円となりました。

収益面では、売上高が減少したこと等により、連結営業損失は537百万円（前年同期は連結営業利益280百万円）、

経常損失は527百万円（前年同期は経常利益297百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は717百万円（前年同

期は親会社株主に帰属する四半期純利益202百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

資産は前連結会計年度末に比べ926百万円減少し16,145百万円となりました。このうち流動資産は559百万円の減

少、固定資産は367百万円の減少となりました。

流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が358百万円増加し、受取手形及び売掛金が715百万円、原材料及び

貯蔵品が213百万円それぞれ減少したことであります。

固定資産のうち、有形固定資産は449百万円減少しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上による減少742

百万円、設備投資の実施による増加297百万円であります。投資その他の資産は13百万円増加しました。変動の主な

要因は、繰延税金資産が216百万円減少した一方で、投資有価証券の評価額が株価の上昇を受け222百万円増加した

ことであります。

(負債)

負債は前連結会計年度末に比べ315百万円減少し、9,540百万円となりました。このうち流動負債は336百万円の減

少、固定負債は20百万円の増加となりました。

流動負債の変動の主な要因は、短期借入金が549百万円増加し、支払手形及び買掛金が81百万円、電子記録債務が

148百万円、その他のうち設備関係電子記録債務が432百万円減少したことであります。

固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が86百万円増加し、退職給付に係る負債が68百万円減少したことであ

ります。

(純資産)

純資産は前連結会計年度末に比べ610百万円減少し、6,604百万円となりました。このうち株主資本は、配当の実

施や、親会社株主に帰属する四半期純損失が717百万円であったこと等により762百万円減少し、6,373百万円となり

ました。また、株式の時価評価等によりその他の包括利益累計額は151百万円増加し、231百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　現時点では2020年11月６日に公表した業績予想に変更はございません。
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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 1,258,287 1,616,484

受取手形及び売掛金 2,061,734 1,346,548

商品及び製品 2,192,593 2,232,964

仕掛品 1,354,340 1,380,849

原材料及び貯蔵品 919,672 705,812

その他 190,682 132,358

貸倒引当金 △9,546 △6,879

流動資産合計 7,967,764 7,408,139

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,698,609 1,769,788

機械装置及び運搬具（純額） 2,983,355 2,716,666

土地 975,530 975,530

リース資産（純額） 1,187,491 1,185,432

その他（純額） 429,076 177,472

有形固定資産合計 7,274,063 6,824,890

無形固定資産 105,733 174,413

投資その他の資産

投資有価証券 910,524 1,133,055

関係会社出資金 231,966 233,048

差入保証金 52,851 52,429

保険積立金 320,788 331,263

繰延税金資産 222,611 6,128

その他 13,354 9,436

貸倒引当金 △27,600 △27,600

投資その他の資産合計 1,724,496 1,737,760

固定資産合計 9,104,293 8,737,064

資産合計 17,072,057 16,145,203
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 430,253 348,602

電子記録債務 574,071 425,227

短期借入金 2,180,076 2,730,068

未払法人税等 29,297 -

賞与引当金 177,228 74,124

未払費用 54,431 103,864

その他 1,017,264 444,360

流動負債合計 4,462,623 4,126,247

固定負債

長期借入金 2,759,859 2,846,479

リース債務 1,141,064 1,125,846

繰延税金負債 - 17,500

資産除去債務 17,560 17,560

長期未払金 367,439 367,380

退職給付に係る負債 1,107,765 1,039,413

固定負債合計 5,393,689 5,414,180

負債合計 9,856,312 9,540,427

純資産の部

株主資本

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 1,703,329 1,703,329

利益剰余金 2,378,981 1,616,887

自己株式 △45,980 △46,293

株主資本合計 7,135,524 6,373,117

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 120,372 272,927

為替換算調整勘定 24,485 8,713

退職給付に係る調整累計額 △64,637 △49,982

その他の包括利益累計額合計 80,220 231,658

純資産合計 7,215,744 6,604,775

負債純資産合計 17,072,057 16,145,203
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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 6,911,006 5,025,356

売上原価 4,624,118 3,796,596

売上総利益 2,286,888 1,228,759

販売費及び一般管理費 2,006,024 1,766,444

営業利益又は営業損失（△） 280,863 △537,684

営業外収益

受取利息 505 23

受取配当金 26,413 22,464

為替差益 - 22,628

持分法による投資利益 14,118 3,277

助成金収入 3,753 9,856

その他 30,956 33,811

営業外収益合計 75,747 92,062

営業外費用

支払利息 43,811 53,978

為替差損 11,871 -

支払手数料 1,506 22,884

その他 1,532 4,797

営業外費用合計 58,721 81,660

経常利益又は経常損失（△） 297,889 △527,282

特別利益

固定資産売却益 890 635

投資有価証券売却益 29,085 210

特別利益合計 29,976 846

特別損失

固定資産除却損 7,271 3,208

投資有価証券売却損 6,243 -

特別損失合計 13,515 3,208

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（△）

314,350 △529,645

法人税、住民税及び事業税 114,062 21,353

法人税等調整額 △2,233 166,510

法人税等合計 111,829 187,864

四半期純利益又は四半期純損失（△） 202,521 △717,509

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

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（△）

202,521 △717,509
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 202,521 △717,509

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △28,355 152,555

為替換算調整勘定 △9,619 △13,575

退職給付に係る調整額 4,068 14,654

持分法適用会社に対する持分相当額 △13,831 △2,196

その他の包括利益合計 △47,738 151,438

四半期包括利益 154,782 △566,071

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 154,782 △566,071

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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する方法を採用しており

ます。ただし、この計算で合理性を欠く場合には、税引前四半期純利益を調整のうえ、法定実効税率を用いて税金

費用を計算しております。
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３．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

　 ① 生産実績

製品区分

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

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 759,900 10.7 448,017 9.3 △311,883 △41.0

切削工具 5,510,372 77.5 3,822,268 79.6 △1,688,104 △30.6

耐摩耗工具 836,349 11.8 534,395 11.1 △301,954 △36.1

その他 1,473 0.0 1,512 0.0 39 2.6

合計 7,108,094 100.0 4,806,192 100.0 △2,301,902 △32.4

　 (注) １ 金額は販売価格で表示しております。

　 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

製品区分

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

比較増減

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 650,390 49,810 456,214 79,617 △194,176 29,807

切削工具 4,903,919 608,992 3,804,684 384,798 △1,099,235 △224,194

耐摩耗工具 867,274 212,431 615,862 198,161 △251,412 △14,270

その他 11,565 5,894 87,136 659 75,571 △5,235

合計 6,433,148 877,127 4,963,896 663,235 △1,469,252 △213,892

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

製品区分

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

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 715,538 10.4 441,343 8.8 △274,195 △38.3

切削工具 5,275,005 76.3 3,920,552 78.0 △1,354,453 △25.7

耐摩耗工具 911,011 13.2 574,373 11.4 △336,638 △37.0

その他 9,452 0.1 89,088 1.8 79,636 842.5

合計 6,911,006 100.0 5,025,356 100.0 △1,885,650 △27.3

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


