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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 29,764 △17.4 △140 － 257 △84.4 303 △57.9

2020年３月期第３四半期 36,032 △7.7 1,433 △43.3 1,652 △45.8 721 △56.7
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 △0百万円( －％) 2020年３月期第３四半期 △362百万円( －％)
　

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 7.43 －

2020年３月期第３四半期 17.68 －
　

　

（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 75,134 61,964 74.0

2020年３月期 76,277 62,772 73.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 55,611百万円 2020年３月期 56,279百万円
　
　
　

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 － 9.00 22.00

2021年３月期 － 5.00 －

2021年３月期(予想) 5.00 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 40,800 △16.4 170 △91.9 650 △68.6 100 △60.1 2.45
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

当社は、2021年２月５日開催の取締役会において、自己株式の取得について決議いたしましたが、連結業績予想の
「１株当たり当期純利益」については、当該事項による影響を考慮しておりません。

　　



※ 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７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 43,790,500株 2020年３月期 43,790,500株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 2,937,598株 2020年３月期 2,983,824株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 40,834,511株 2020年３月期３Ｑ 40,806,852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
（将来に関する記述等についてのご注意）
　当資料に記載の将来に関する予測数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確
定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により開示した予測数値と異なる場合があります。業
績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料３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影響から緩やかな持ち直しの動

きが見られるようになりましたが、後半から第３波が到来するなど予断を許さない状況となりました。また、海外

においては、中国、北米では新型コロナウイルス感染症による経済の停滞から比較的早期に脱却することができま

したが、いまだ収束時期の見通しが立たない地域もあり、先行きは極めて不透明な状況となりました。

このような状況のもと、当社グループは、第14次中期経営計画「Accomplish V-20」（2018年４月より2021年３月

までの３ヵ年計画）に掲げた基本方針である「新技術・新商品・新規事業の迅速な開発と市場投入」、「現在と将

来を担うグローバル人財の確保と育成」、「安全・品質・ＣＳＲ活動のグローバル体制の構築」を推進し、企業価

値の向上を図ってまいりました。

また、新型コロナウイルス感染症による事業環境の急激な変化に対し、余剰時間を教育訓練時間に活用し、拠点

間の柔軟な作業応援を実施するとともに、設備投資計画の見直しや出張の抑制などの諸経費の削減に取り組み、原

価低減に努めてまいりました。

当第３四半期連結累計期間の後半から受注は着実に回復してまいりましたが、前半の新型コロナウイルス感染症

による受注減少の影響が大きく、売上高は29,764百万円(前年同期比17.4％減)、原価低減に努めているものの減収

の影響が大きく、営業損失は140百万円(前年同期は1,433百万円の営業利益)、経常利益は257百万円(前年同期比

84.4％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は303百万円(前年同期比57.9％減)となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

① 製品事業部関連事業

土木・建築関連製品の売上高は、新型コロナウイルス感染症拡大による工事の延期などがあったものの、販売

量が確保でき、前年同期と比較して僅かに増加いたしました。

自動車関連製品の売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響を強く受け、世界的に需要が減退したことによ

り、前年同期と比較し大幅に減少いたしました。

建設機械関連製品の売上高は、中国においては前年同期と比較して増加したものの、国内では、新型コロナウ

イルス感染症拡大による受注の減少などにより、前年同期と比較し減少いたしました。

この結果、業況は着実に回復してきたものの、前半の受注の急激な落ち込みの影響が大きく、売上高は17,322

百万円(前年同期比12.0％減)、主として減収の影響により、営業利益は266百万円(前年同期比24.3％減)となりま

した。

② ＩＨ事業部関連事業

熱処理受託加工関連の売上高は、自動車、工作機械、建設機械などの主要業界の新型コロナウイルス感染症の

拡大による市場減速に大きく影響を受け、前年同期と比較し大幅に減少いたしました。

誘導加熱装置関連の売上高も、新型コロナウイルス感染症の拡大による顧客の設備投資の見直しやメンテナン

ス時期の先送りに伴い、前年同期と比較し大幅に減少いたしました。

この結果、業況は着実に回復してきたものの、前半の受注の急激な落ち込みの影響が大きく、売上高は12,343

百万円(前年同期比24.0％減)、主として減収の影響により、営業損失は455百万円(前年同期は1,030百万円の営業

利益)となりました。

③ その他

当該セグメントは、報告セグメントに含まれない不動産賃貸事業等であります。

当社保有の賃貸物件については、小規模ではありますが安定的に業績に寄与しております。

この結果、売上高は98百万円(前年同期比0.9％減)、営業利益は42百万円(前年同期比3.2％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における総資産は75,134百万円(前連結会計年度末比1.5％減)となりました。この主

な要因は、受取手形及び売掛金や有形固定資産が減少したことなどによります。

当第３四半期連結会計期間末における負債は13,170百万円(前連結会計年度末比2.5％減)となりました。この主な

要因は、支払手形及び買掛金が減少したことなどによります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産は61,964百万円(前連結会計年度末比1.3％減)となりました。この主

な要因は、利益剰余金や為替換算調整勘定が減少したことなどによります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は74.0％となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年1月に国内の一部地域において再び緊急事態宣言が発出されるなど、景気動向は不透明さを増しております。

業績は回復傾向にあるものの、不確定要因も大きいため、2021年３月期の業績予想につきましては、2020年11月６日

の公表値を据え置いております。

なお、予測数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおりま

す。実際の業績等は、業況の変化等により開示した予測数値と異なる場合があります。
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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：百万円)

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 13,737 14,085

受取手形及び売掛金 11,141 10,353

電子記録債権 3,301 3,461

有価証券 － 280

商品及び製品 1,024 1,022

仕掛品 1,444 1,386

原材料及び貯蔵品 2,103 2,276

その他 1,755 1,261

貸倒引当金 △18 △17

流動資産合計 34,490 34,109

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,770 8,484

機械装置及び運搬具（純額） 9,886 9,538

土地 9,880 9,849

建設仮勘定 1,911 1,315

その他（純額） 365 355

有形固定資産合計 30,815 29,543

無形固定資産

借地権 657 628

のれん 895 770

その他 173 148

無形固定資産合計 1,725 1,547

投資その他の資産

投資有価証券 8,560 8,496

長期貸付金 30 29

退職給付に係る資産 91 84

その他 642 1,403

貸倒引当金 △80 △79

投資その他の資産合計 9,245 9,934

固定資産合計 41,787 41,025

資産合計 76,277 75,134
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(単位：百万円)

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 2,680 2,421

電子記録債務 3,361 3,969

短期借入金 1,370 1,479

未払法人税等 205 165

賞与引当金 607 356

役員賞与引当金 － 9

その他 2,434 2,357

流動負債合計 10,659 10,758

固定負債

長期借入金 1,645 1,377

役員株式給付引当金 － 0

退職給付に係る負債 939 810

その他 260 222

固定負債合計 2,845 2,411

負債合計 13,505 13,170

純資産の部

株主資本

資本金 6,418 6,418

資本剰余金 4,714 4,698

利益剰余金 47,718 47,450

自己株式 △2,641 △2,600

株主資本合計 56,209 55,966

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 495 651

為替換算調整勘定 △367 △958

退職給付に係る調整累計額 △58 △48

その他の包括利益累計額合計 69 △355

非支配株主持分 6,493 6,353

純資産合計 62,772 61,964

負債純資産合計 76,277 75,134
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
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 36,032 29,764

売上原価 28,617 24,627

売上総利益 7,414 5,137

販売費及び一般管理費 5,981 5,278

営業利益又は営業損失（△） 1,433 △140

営業外収益

受取利息 76 60

受取配当金 149 85

持分法による投資利益 － 86

為替差益 5 －

その他 229 209

営業外収益合計 460 441

営業外費用

支払利息 28 26

持分法による投資損失 197 －

為替差損 － 5

その他 15 11

営業外費用合計 241 43

経常利益 1,652 257

特別利益

投資有価証券売却益 3 422

固定資産売却益 1 97

受取保険金 11 34

補助金収入 8 3

特別利益合計 24 557

特別損失

固定資産売却損 9 －

固定資産除却損 24 3

災害による損失 48 －

特別損失合計 82 3

税金等調整前四半期純利益 1,594 811

法人税等 531 292

四半期純利益 1,063 519

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 721 303

非支配株主に帰属する四半期純利益 341 215

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 50 158

為替換算調整勘定 △1,143 △553

退職給付に係る調整額 8 9

持分法適用会社に対する持分相当額 △340 △134

その他の包括利益合計 △1,425 △519

四半期包括利益 △362 △0

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △385 △121

非支配株主に係る四半期包括利益 23 120
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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又は損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（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)

１．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：百万円)

報告セグメント

その他(注) 合計製品事業部
関連事業

ＩＨ事業部
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 19,687 16,245 35,933 98 36,032

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 37 37 － 37

計 19,687 16,282 35,970 98 36,069

セグメント利益 351 1,030 1,382 44 1,426

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,382

「その他」の区分の利益 44

セグメント間取引消去 6

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 1,433

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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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)

１．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：百万円)

報告セグメント

その他(注) 合計製品事業部
関連事業

ＩＨ事業部
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 17,322 12,343 29,666 98 29,764

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

－ 23 23 － 23

計 17,322 12,367 29,690 98 29,788

セグメント利益又は損失(△) 266 △455 △189 42 △146

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益又は損失 金額

報告セグメント計 △189

「その他」の区分の利益 42

セグメント間取引消去 5

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失(△) △140

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴い、自動車業界を初めとする主要な取引先

の減産の影響を受け、当第３四半期連結累計期間の前半は受注が大きく減少しましたが、後半になって受注は着実

に回復してきております。

なお、前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する

仮定について重要な変更はありません。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合には、見積り

と将来の実績が異なることがあります。

　


