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(百万円未満切捨て)
１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021年３月31日）

（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 7,092 △21.6 △540 ― △519 ― △643 ―

2020年３月期 9,046 △9.5 213 △52.8 236 △56.0 158 △61.1

(注) 包括利益 2021年３月期 △219 百万円 ( ―％) 2020年３月期 △178 百万円 ( ―％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年３月期 △216.51 ― △9.1 △3.1 △7.6

2020年３月期 53.31 ― 2.2 1.4 2.4

(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 10百万円 2020年３月期 17百万円
　

（２）連結財政状態

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 16,148 6,951 43.1 2,338.91

2020年３月期 17,072 7,215 42.3 2,427.68

(参考) 自己資本 　2021年３月期 6,951百万円 　2020年３月期 7,215百万円
　

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年３月期 1,165 △1,073 213 1,577

2020年３月期 579 △1,071 69 1,258

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2020年３月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 44 28.1 0.6

2021年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2022年３月期(予想) ― 0.00 ― 15.00 15.00 18.6

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 9,200 ― 300 ― 300 ― 240 ― 80.75

(注)2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用するため、

　上記の連結業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっており、対前期増減率は記載しておりません。

　



※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

　

（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 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 20,968 株 2020年３月期 20,725 株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 2,972,109 株 2020年３月期 2,972,312 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．2021年３月期の個別業績（2020年４月１日～2021年３月31日）

（１）個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 6,680 △21.6 △638 ― △632 ― △718 ―

2020年３月期 8,516 △9.8 86 △73.5 88 △77.9 79 △73.9
　

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

2021年３月期 △241.78 ―

2020年３月期 26.67 ―

　

（２）個別財政状態

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 15,521 6,304 40.6 2,121.31

2020年３月期 16,560 6,803 41.1 2,288.91

(参考) 自己資本 　2021年３月期 6,304百万円 　2020年３月期 6,803百万円

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

　

※ 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．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況で推移いたしまし

た。政府の経済対策や段階的な経済活動の再開の効果により一旦は持ち直しの兆しが見られたものの、年明けから

は感染再拡大の状況下のなかで、依然として収束の見通しがたたず、先行きは不透明な状況にあります。

当社グループにおきましては、サマーキャンペーンやウィンターキャンペーンを実施し、深穴加工用・多機能座

ぐり加工用ソリッドドリル「タイラードリル３Ｄ/５Ｄタイプ」やＤＨ1コーティングを施した高硬度材加工用ラジ

アスエンドミル「ハード１ラジアス」、好評のマックスマスター「新高硬度材加工用インサート」など、新製品の

拡販につとめるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により多くの展示会等が中止となる中、「ＩＮＴＥＲ

ＭＯＬＤ オンライン展示会」や「ＪＩＭＴＯＦ2020 Ｏｎｌｉｎｅ」へ出展し、オンラインを利用したバーチャル

型の展示会に参加し、新しい形での情報発信にも積極的に取り組みました。

連結売上高は、前年同期比21.6％減の7,092百万円となりました。このうち国内販売は前年同期比28.7％減の

3,737百万円となり、輸出は同11.9％減の3,354百万円となりました。輸出の地域別では、北米向けが前年同期比

14.0％減の740百万円、欧州向けが同8.0％減の936百万円、アジア向けが同12.5％減の1,640百万円、その他地域向

けが同29.3％減の36百万円となり、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5.2ポイント増加

し47.3％となりました。

製品別では、焼肌チップが前年同期比28.0％減の633百万円、切削工具が同20.6％減の5,497百万円、耐摩耗工具

が同29.6％減の867百万円となりました。

収益面では、売上高が大幅に減少したこと等により、連結営業損失は540百万円（前年同期は連結営業利益213百

万円）、経常損失は519百万円（前年同期は経常利益236百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失は643百万円

（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益158百万円）となりました。

　

（２）当期の財政状態の概況

(資産)

資産は前連結会計年度末に比べ923百万円減少し16,148百万円となりました。このうち流動資産は552百万円の減

少、固定資産は371百万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319百万円増加し、受取手形及び売掛金が581百万円、たな卸資産

が186百万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655百万円減少しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上による減少999

百万円、設備投資の実施による増加348百万円であります。投資その他の資産は184百万円増加しました。変動の主

な要因は、繰延税金資産が194百万円減少した一方で、投資有価証券の評価額が株価の上昇を受け356百万増加した

ことであります。

　

(負債)

負債は前連結会計年度末に比べ659百万円減少し、9,196百万円となりました。このうち流動負債は310百万円の減

少、固定負債は348百万円の減少となりました。

流動負債の変動の主な要因は、短期借入金が524百万円増加し、電子記録債務が134百万円、その他のうち設備関

係電子記録債務が542百万円それぞれ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115百万円、退職給付にかかる負債が197百万円それぞれ減少したこ

とであります。

　

(純資産)

純資産は前連結会計年度末に比べ264百万円減少し6,951百万円となりました。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当期純損失が643百万円であったこと等により688百万円減少し6,447百万円となりまし

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423百万円増加し504百万円となりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

営業活動により獲得した資金は1,165百万円であります。資金流入の主な要因は、減価償却費1,018百万円、売上

債権の減少603百万円であり、資金流出の主な要因は、税金等調整前当期純損失524百万円、仕入債務の減少184百万

円であります。

投資活動により流出した資金は1,073百万円であります。主な要因は、有形固定資産の取得による支出941百万円

であります。

財務活動により流入した資金は213百万円であります。主な要因は、短期借入による収入500百万円、長期借入金

の返済による支出90百万円、配当金の支払い44百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出150百万円であ

ります。

以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末と比べ、319百万円増加し1,577百

万円となりました。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種による収束が期待され、国内外の景気

回復が見込まれたものの、日本も含め世界各国で変異株による感染が拡大しており、国内においては関西を中心に

緊急事態宣言が発出・延長されたことから、引き続き事業活動への制限等の影響が懸念されるとともに、収束する

までは今後も不透明な経営環境が続くことが予想されます。

当社グループといたしましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組みを徹底するとともに、オフィシ

ャルサイト、ＳＮＳ等のメディアや販売店網を通じた情報発信や戦略的な新規開拓による営業活動によって、得意

商品の一層の拡販に注力してまいります。

さらに、柔軟な勤務態勢による安定した生産活動のもと、データやデジタル技術を活用した製造工程の効率化や

プロダクトライフサイクルに基づいた製品管理の合理化などにより、生産性改革を推進し、多くのお客様の生産性

向上のニーズにお応えすべく、引き続き事業活動を行ってまいります。

　通期の連結業績見通しといたしましては売上高は9,200百万円、また、収益面では、営業利益は300百万円、経常

利益は300百万円、当期純利益は240百万円としております。

なお、次期の為替レートは１米ドル105円、１ユーロ125円を想定しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。

　なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,258,287 1,577,308

受取手形及び売掛金 2,061,734 1,479,956

たな卸資産 4,466,606 4,280,121

未収消費税等 29,942 -

その他 160,739 85,027

貸倒引当金 △9,546 △7,235

流動資産合計 7,967,764 7,415,177

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,736,112 4,903,497

減価償却累計額 △3,037,503 △3,165,996

建物及び構築物（純額） 1,698,609 1,737,500

機械装置及び運搬具 11,924,589 12,010,242

減価償却累計額 △8,941,234 △9,423,224

機械装置及び運搬具（純額） 2,983,355 2,587,018

土地 975,530 975,530

リース資産 1,324,828 1,450,315

減価償却累計額 △137,337 △282,352

リース資産（純額） 1,187,491 1,167,963

建設仮勘定 208,175 2,864

その他 1,495,726 1,470,936

減価償却累計額 △1,274,826 △1,323,016

その他（純額） 220,900 147,920

有形固定資産合計 7,274,063 6,618,797

無形固定資産

その他 105,733 205,233

無形固定資産合計 105,733 205,233

投資その他の資産

投資有価証券 910,524 1,267,173

関係会社出資金 231,966 245,541

保険積立金 320,788 334,754

繰延税金資産 222,611 27,892

その他 66,205 61,228

貸倒引当金 △27,600 △27,600

投資その他の資産合計 1,724,496 1,908,990

固定資産合計 9,104,293 8,733,021

資産合計 17,072,057 16,148,199
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 430,253 411,474

電子記録債務 574,071 439,328

短期借入金 2,180,076 2,705,068

未払法人税等 29,297 2,650

賞与引当金 177,228 185,165

その他 1,071,695 408,279

流動負債合計 4,462,623 4,151,965

固定負債

長期借入金 2,759,859 2,643,962

リース債務 1,141,064 1,105,638

資産除去債務 17,560 17,560

退職給付に係る負債 1,107,765 910,366

その他 367,439 367,380

固定負債合計 5,393,689 5,044,907

負債合計 9,856,312 9,196,873

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 1,690,912

自己株式 △45,980 △46,303

株主資本合計 7,135,524 6,447,132

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 120,372 385,184

為替換算調整勘定 24,485 58,446

退職給付に係る調整累計額 △64,637 60,561

その他の包括利益累計額合計 80,220 504,193

純資産合計 7,215,744 6,951,325

負債純資産合計 17,072,057 16,148,199

　



ダイジェット工業株式会社(6138) 2021年３月期 決算短信

6

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 9,046,377 7,092,154

売上原価 6,204,772 5,237,630

売上総利益 2,841,604 1,854,524

販売費及び一般管理費 2,628,010 2,394,874

営業利益又は営業損失（△） 213,594 △540,350

営業外収益

受取利息 644 34

受取配当金 33,046 27,028

為替差益 - 36,047

持分法による投資利益 17,215 10,282

助成金収入 3,753 9,856

補助金収入 10,998 12,760

受取賃貸料 9,221 8,188

その他 34,074 23,655

営業外収益合計 108,953 127,853

営業外費用

支払利息 60,406 71,998

支払手数料 1,507 27,505

為替差損 20,989 -

寄付金 1,420 1,250

その他 1,351 6,141

営業外費用合計 85,675 106,894

経常利益又は経常損失（△） 236,872 △519,391

特別利益

固定資産売却益 890 635

投資有価証券売却益 29,085 2,054

特別利益合計 29,976 2,690

特別損失

固定資産除売却損 13,246 3,336

投資有価証券売却損 6,243 3,584

子会社清算損 - 690

特別損失合計 19,490 7,611

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

247,357 △524,312

法人税、住民税及び事業税 55,106 33,945

法人税等調整額 33,810 85,227

法人税等合計 88,916 119,172

当期純利益又は当期純損失（△） 158,441 △643,485

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

158,441 △643,485

　



ダイジェット工業株式会社(6138) 2021年３月期 決算短信

7

連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） 158,441 △643,485

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △269,578 264,812

為替換算調整勘定 △18,251 30,668

退職給付に係る調整額 △42,934 125,199

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,807 3,292

その他の包括利益合計 △336,571 423,973

包括利益 △178,130 △219,511

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △178,130 △219,511

非支配株主に係る包括利益 - -
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

為替換算調

整勘定

退職給付に

係る調整累

計額

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 3,099,194 1,703,329 2,324,579 △45,582 7,081,520 389,950 48,543 △21,702 416,791 7,498,312

当期変動額

剰余金の配当 △104,038 △104,038 △104,038

親会社株主に帰属

する当期純利益又

は親会社株主に帰

属する当期純損失

(△)

158,441 158,441 158,441

自己株式の取得 △397 △397 △397

株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額）

△269,578 △24,058 △42,934 △336,571 △336,571

当期変動額合計 - - 54,402 △397 54,004 △269,578 △24,058 △42,934 △336,571 △282,567

当期末残高 3,099,194 1,703,329 2,378,981 △45,980 7,135,524 120,372 24,485 △64,637 80,220 7,215,744

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

為替換算調

整勘定

退職給付に

係る調整累

計額

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 3,099,194 1,703,329 2,378,981 △45,980 7,135,524 120,372 24,485 △64,637 80,220 7,215,744

当期変動額

剰余金の配当 △44,584 △44,584 △44,584

親会社株主に帰属

する当期純利益又

は親会社株主に帰

属する当期純損失

(△)

△643,485 △643,485 △643,485

自己株式の取得 △322 △322 △322

株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額）

264,812 33,961 125,199 423,973 423,973

当期変動額合計 - - △688,069 △322 △688,392 264,812 33,961 125,199 423,973 △264,418

当期末残高 3,099,194 1,703,329 1,690,912 △46,303 6,447,132 385,184 58,446 60,561 504,193 6,951,325
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

247,357 △524,312

減価償却費 996,079 1,018,314

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △88,515 △72,199

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,159 △2,310

受取利息及び受取配当金 △33,690 △27,062

支払利息 60,406 71,998

為替差損益（△は益） 772 △1,468

持分法による投資損益（△は益） △17,215 △10,282

固定資産売却損益（△は益） △890 △635

固定資産除売却損益（△は益） 13,246 3,336

投資有価証券売却損益（△は益） △22,841 1,530

子会社清算損益（△は益） - 690

売上債権の増減額（△は増加） 36,655 603,589

たな卸資産の増減額（△は増加） △118,829 212,493

仕入債務の増減額（△は減少） △548,840 △184,826

未収消費税等の増減額（△は増加） 138,637 82,982

その他の流動資産の増減額（△は増加） 71,093 79,049

その他の流動負債の増減額（△は減少） △60,742 3,439

小計 665,523 1,254,323

利息及び配当金の受取額 28,578 22,875

利息の支払額 △60,253 △72,224

法人税等の支払額 △54,199 △39,913

営業活動によるキャッシュ・フロー 579,647 1,165,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △4,584 △4,470

投資有価証券の売却による収入 60,315 17,682

有形固定資産の取得による支出 △1,113,943 △941,514

有形固定資産の売却による収入 2,089 1,806

無形固定資産の取得による支出 △46,860 △135,889

保険積立金の積立による支出 △13,965 △13,965

保険積立金の解約による収入 44,539 -

投資その他の資産の増減額（△は増加） 826 2,391

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,071,583 △1,073,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,200,000 6,900,000

短期借入金の返済による支出 △800,000 △6,400,000

長期借入れによる収入 1,650,000 1,650,000

長期借入金の返済による支出 △1,767,710 △1,740,905

自己株式の取得による支出 △876 △385

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △108,146 △150,903

配当金の支払額 △103,554 △44,607

財務活動によるキャッシュ・フロー 69,712 213,198

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,964 14,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △428,186 319,020

現金及び現金同等物の期首残高 1,686,474 1,258,287

現金及び現金同等物の期末残高 1,258,287 1,577,308
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（５）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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社及び連結子会社の事業は、主として超硬合金・工具の製造及び製品等の販売を営んでいるものであり、報告

セグメントとしては当該事業のみを対象とし単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(2019年４月１日～2020年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

焼肌チップ 切削工具 耐摩耗工具 その他 合計

外部顧客への売上高 880,637 6,920,753 1,232,299 12,688 9,046,377

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 北米 欧州 アジア その他 合計

5,240,241 861,305 1,018,104 1,874,411 52,313 9,046,377

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書上の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。
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当連結会計年度(2020年４月１日～2021年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

焼肌チップ 切削工具 耐摩耗工具 その他 合計

外部顧客への売上高 633,942 5,497,498 867,722 92,992 7,092,154

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 北米 欧州 アジア その他 合計

3,737,590 740,614 936,805 1,640,149 36,994 7,092,154

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書上の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

単一セグメントであるため記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

項目
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

(1) １株当たり純資産額(円) 2,427.68 2,338.91

(算定上の基礎)

純資産の部の合計額(千円) 7,215,744 6,951,325

普通株式に係る純資産額(千円) 7,215,744 6,951,325

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 2,992,999 2,992,999

普通株式の自己株式数(株) 20,725 20,968

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

2,972,274 2,972,031

項目
前連結会計年度

(2019年４月１日～
　2020年３月31日)

当連結会計年度
(2020年４月１日～
　2021年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

53円31銭 △216円51銭

(算定上の基礎)

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円)

158,441 △643,485

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円)

158,441 △643,485

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 2,972,312 2,972,109

(注) １．前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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４．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

製品区分

前連結会計年度
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

当連結会計年度
自 2020年４月１日
至 2021年３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 937,867 10.0 658,812 9.5 △279,055 △29.8

切削工具 7,284,228 77.8 5,448,645 78.7 △1,835,583 △25.2

耐摩耗工具 1,140,028 12.2 819,538 11.8 △320,490 △28.1

その他 1,505 0.0 2,081 0.0 576 38.3

合計 9,363,628 100.0 6,929,076 100.0 △2,434,552 △26.0

　 (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

前連結会計年度
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

当連結会計年度
自 2020年４月１日
至 2021年３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 830,425 64,746 626,769 57,573 △203,656 △7,173

切削工具 6,455,744 515,069 5,355,169 372,740 △1,100,575 △142,329

耐摩耗工具 1,141,199 165,068 827,855 125,201 △313,344 △39,867

その他 11,522 2,615 90,538 161 79,016 △2,454

合計 8,438,890 747,498 6,900,331 555,675 △1,538,559 △191,823

　 (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

前連結会計年度
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

当連結会計年度
自 2020年４月１日
至 2021年３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 880,637 9.7 633,942 8.9 △246,695 △28.0

切削工具 6,920,753 76.6 5,497,498 77.6 △1,423,255 △20.6

耐摩耗工具 1,232,299 13.6 867,722 12.2 △364,577 △29.6

その他 12,688 0.1 92,992 1.3 80,304 632.9

合計 9,046,377 100.0 7,092,154 100.0 △1,954,223 △21.6

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

　


