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1. 2021年6月期第3四半期の連結業績（2020年7月1日～2021年3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6月期第3四半期 3,746 △12.0 74 △19.0 106 14.8 △73 ―

2020年6月期第3四半期 4,257 △10.9 91 △62.7 92 △63.0 65 △58.3

（注）包括利益 2021年6月期第3四半期　　△15百万円 （―％） 2020年6月期第3四半期　　31百万円 （△73.0％）

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6月期第3四半期 △44.61 ―

2020年6月期第3四半期 39.66 ―

(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6月期第3四半期 10,332 5,463 52.9

2020年6月期 10,009 5,512 55.1

（参考）自己資本 2021年6月期第3四半期 5,463百万円 2020年6月期 5,512百万円

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6月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2021年6月期 ― 0.00 ―

2021年6月期（予想） 20.00 20.00

（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 6月期の連結業績予想（2020年 7月 1日～2021年 6月30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 5,145 △3.2 112 464.2 122 386.8 △19 ― △11.85

（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（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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(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6月期3Q 1,660,000 株 2020年6月期 1,660,000 株

② 期末自己株式数 2021年6月期3Q 4,011 株 2020年6月期 3,961 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年6月期3Q 1,656,034 株 2020年6月期3Q 1,656,039 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注意）

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、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当たっての注意事項等につきましては、添付資料の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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症が蔓延するなか、昨年夏頃から経

済活動の再開が段階的に進められ回復の兆しがみられました。しかしながら、サプライヤーにおいては、回復の波

が遅れてくる状況であり、更に年末年始には新型コロナウイルス感染者数の第３波が到来し、第２回目の緊急事態

宣言が発令されました。そのため、再び生産活動の停滞や需要が減少し企業収益は厳しく、またワクチン接種が遅

れているわが国では、コロナ禍の収束と経済活動の回復の先行きは、不透明な状況が続いております。

このような経済状況の下で当社グループは、第３四半期に閉鎖した長野工場での取引を東松山工場及び厚木工場

等他の工場へ移行すると共に、生産設備の移設に伴う生産体制の見直しによる効率化等、収益体質の強化を図り生

産性の向上等に努めました。

こうした事業活動の結果、主力取引業界である産業工作機械関連、自動車部品関連等全般に受注が減少したため、

売上高は前年同四半期連結累計期間と比較して減少しました。また、経費面において、外注加工費や人件費等の削

減を行い利益確保に努めましたが、営業利益は前年同四半期連結累計期間と比較して減少しました。

当第３四半期連結累計期間の売上高は3,746百万円(前年同四半期比△12.0％減)、営業利益は74百万円(前年同四

半期比△19.0％減)、経常利益は106百万円(前年同四半期比14.8％増)、親会社株主に帰属する四半期純損失は△73

百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益65百万円)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 金属熱処理加工事業

金属熱処理業界につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、主力取引業界である、産業工作

機械関連、自動車部品関連からの受注が低調に推移したため、売上高も前年同四半期連結累計期間と比較して

減少しました。また、経費面において、外注加工費や人件費等の削減を行い利益確保に努めましたが、売上高

の落ち込みによる減益分をカバーできず、セグメント利益は減少しました。

これらの結果、売上高は3,325百万円(前年同四半期比△10.8％減)、セグメント利益は43百万円(前年同四半

期比△2.4％減)となりました。

② 運送事業

運送事業につきましては、収益向上のための取引見直しを実施したものの新型コロナウイルス感染症の影響

による受注減により、売上高は減少しました。また、外注加工費や人件費等の削減を行い利益確保に努めまし

たが、売上高の減少を吸収するには至らずセグメント利益は減少しました。

これらの結果、売上高は421百万円(前年同四半期比△20.7％減)、セグメント利益は13百万円(前年同四半期

比△40.0％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 (資産)

資産合計は、前連結会計年度末と比較して323百万円増加し、10,332百万円となりました。これは主に有形固定資

産が273百万円減少したものの、現金及び預金が390百万円、受取手形及び売掛金が208百万円増加したことなどによ

るものです。

(負債)

負債合計は、前連結会計年度末と比較して372百万円増加し、4,869百万円となりました。これは主に長期借入金

が259百万円増加したことなどによるものです。

(純資産)

　純資産合計は、前連結会計年度末と比較して48百万円減少し、5,463百万円となりました。これは利益剰余金が

106百万円減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 2021年6月期の連結業績予想につきましては、2020年12月16日に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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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６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,438,249 2,828,676

受取手形及び売掛金 953,173 1,161,616

電子記録債権 489,892 474,794

製品 25,152 16,633

仕掛品 20,749 31,296

原材料及び貯蔵品 94,776 91,617

その他 136,881 101,697

流動資産合計 4,158,873 4,706,334

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,174,161 1,107,225

機械装置及び運搬具（純額） 1,471,065 1,305,108

土地 2,275,851 2,201,424

リース資産（純額） 122,363 117,874

建設仮勘定 210 68,988

その他（純額） 208,900 178,019

有形固定資産合計 5,252,552 4,978,641

無形固定資産 50,738 51,210

投資その他の資産

投資有価証券 200,364 251,252

繰延税金資産 218,428 214,954

その他 128,027 130,508

貸倒引当金 △528 △55

投資その他の資産合計 546,291 596,660

固定資産合計 5,849,581 5,626,512

繰延資産 638 －

資産合計 10,009,094 10,332,846
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 85,715 144,230

電子記録債務 138,753 149,637

短期借入金 779,288 885,926

1年内償還予定の社債 15,000 2,500

未払金 108,209 194,386

未払費用 212,816 224,477

未払法人税等 13,609 19,950

賞与引当金 16,603 58,527

その他 347,966 204,399

流動負債合計 1,717,962 1,884,035

固定負債

社債 2,500 －

長期借入金 1,943,719 2,202,959

退職給付に係る負債 673,868 627,805

その他 158,932 154,812

固定負債合計 2,779,020 2,985,576

負債合計 4,496,982 4,869,612

純資産の部

株主資本

資本金 878,363 878,363

資本剰余金 713,431 713,431

利益剰余金 3,937,740 3,830,741

自己株式 △6,019 △6,071

株主資本合計 5,523,515 5,416,463

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △11,403 46,771

その他の包括利益累計額合計 △11,403 46,771

純資産合計 5,512,111 5,463,234

負債純資産合計 10,009,094 10,332,846
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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７月１日
　至 2020年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 4,257,362 3,746,991

売上原価 3,329,010 2,895,472

売上総利益 928,351 851,518

販売費及び一般管理費 836,399 777,011

営業利益 91,952 74,506

営業外収益

受取利息 1,710 1,737

受取配当金 3,504 1,781

受取賃貸料 5,358 5,119

スクラップ収入 3,466 4,009

雇用調整助成金 － 33,269

その他 6,410 7,015

営業外収益合計 20,450 52,932

営業外費用

支払利息 13,970 16,015

支払手数料 4,215 4,079

その他 1,619 1,014

営業外費用合計 19,804 21,109

経常利益 92,598 106,329

特別利益

固定資産売却益 8,253 6,568

保険差益 124 －

特別利益合計 8,377 6,568

特別損失

固定資産売却損 － 29,375

固定資産除却損 7,393 6,947

減損損失 － 81,145

投資有価証券評価損 － 43,839

特別損失合計 7,393 161,307

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（△）

93,581 △48,408

法人税、住民税及び事業税 41,464 32,675

法人税等調整額 △13,558 △7,205

法人税等合計 27,905 25,469

四半期純利益又は四半期純損失（△） 65,675 △73,878

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（△）

65,675 △73,878
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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７月１日
　至 2020年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2021年３月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 65,675 △73,878

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △34,048 58,174

その他の包括利益合計 △34,048 58,174

四半期包括利益 31,627 △15,704

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 31,627 △15,704

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。

　


