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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 2,248 △3.0 88 ― 93 ― 41 ―

2020年３月期 2,319 △15.7 △21 ― △25 ― △342 ―
(注) 包括利益 2021年３月期 43百万円( ―％) 2020年３月期 △344百万円( ―％)

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 6.80 ― 1.4 2.0 3.9

2020年３月期 △54.47 ― △10.8 △0.6 △0.9
(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 ― 百万円 2020年３月期 ― 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 4,589 3,005 65.4 487.61

2020年３月期 4,253 2,961 69.6 480.62
(参考) 自己資本 2021年３月期 3,005百万円 2020年３月期 2,961百万円

（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 166 △133 99 953

2020年３月期 △79 △134 83 819

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 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2021年３月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 6 14.7 0.2

2022年３月期
(予想)

― 0.00 ― 1.00 1.00 8.9

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、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 1,163 30.1 38 ― 37 ― 28 ― 4.57

通期 2,319 3.1 102 15.9 99 6.2 69 65.7 11.27



※ 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
　

　

（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 6,316,700株 2020年３月期 6,316,700株

② 期末自己株式数 2021年３月期 153,984株 2020年３月期 153,984株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 6,162,716株 2020年３月期 6,295,912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 2,192 △3.8 64 ― 73 ― 21 ―
2020年３月期 2,278 △16.6 △34 ― △40 ― △356 ―

　

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 3.55 ―

2020年３月期 △56.55 ―
　

　

（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 4,516 2,941 65.1 477.27

2020年３月期 4,209 2,919 69.4 473.77

(参考) 自己資本 2021年３月期 2,941百万円 2020年３月期 2,919百万円
　　

※ 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
（将来に関する記述等についてのご注意）
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、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Ｐ．３「１．経営成績等の概況 (４)今後の見通し」をご覧ください。
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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の感染拡大に伴う景気の悪化が続いており、依然と

して先行き不透明な状況にありますが、第３四半期以降中国向け輸出の回復や半導体関連等の生産の一部で持ち直

しの動きが見られました。

このような状況のもと、年度経営方針を「全ての職種、職場に共通する品質は、"約束を守ること"」とし、生産

効率や品質の向上につながる改善を図ってゆく事に全社を挙げて取り組んで参りました。

　また、当社グループでは新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑み、取引先、従業員の健康と安全を最優先に、

感染防止に取り組んで参りました。

当連結会計年度の経営成績は、第２四半期までは、新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の停滞による影

響を受け低調に推移しましたが、第３四半期以降、直動機器、精密部品加工の売上が回復し、新型コロナウイルス

感染拡大の影響を受ける前の水準まで回復してきております。

　その結果、当連結会計年度の売上高は2,248,947千円（前連結会計年度比3.0％減）となりましたが、第３四半期

以降の売上高は1,354,316千円(前年同期比29.8％増)となりました。

　利益面につきましては、売上高の回復に伴い、営業利益88,092千円（前年同期は、営業損失21,428千円）、経常

利益93,320千円（前年同期は、経常損失25,502千円）、親会社株主に帰属する当期純利益41,920千円（前年同期は、

親会社株主に帰属する当期純損失342,956千円）となりました。

主力製品であります直動機器につきましては、第２四半期までは、米中貿易摩擦による中国市場の停滞及び新型

コロナウイルスの感染拡大に伴い、全般的な産業用機械の設備投資低迷により受注が落ち込んでいましたが、当連

結会計年度の売上高は1,246,157千円（前連結会計年度比0.3％増）、第３四半期以降の売上高は723,712千円(前年

同期比27.0％増)となりました。

精密部品加工につきましては、世界的なレーススケジュールの調整によるレース部品の生産停止期間もあり、当

連結会計年度の売上高は751,249千円（前連結会計年度比6.6％減）となりましたが、第３四半期以降の売上高は

499,671千円(前年同期比48.1％増)と新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける前の水準まで回復してきており

ます。

ユニット製品につきましては、第３四半期では主に中国の液晶製造装置等の産業用製造装置向けの販売が増加し

ましたが、当連結会計年度としての売上高は251,540千円（前連結会計年度比7.9％減）となり、第３四半期以降の

売上高は130,933千円(前年同期比3.6％減)となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結連結会計年度末における総資産は4,589,475千円となり、前連結会計年度末と比べて335,719千円の増加と

なりました。主な要因は、現預金134,108千円、売上債権236,820千円の増加によるものであります。

負債は、1,584,468千円となり、前連結会計年度末と比べて292,615千円の増加となりました。主な要因は、仕入

債務123,756千円、借入金151,026千円の増加よるものであります。

純資産は、3,005,007千円となり、前連結会計年度末と比べて43,104千円の増加となりました。主な要因は、利益

剰余金41,920千円の増加によるものであります。その結果、当連結会計年度末における自己資本比率は65.4％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

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、953,814千円となり、前連結会計

年度末と比べ134,108千円の増加となりました。

　当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の増加額236,032千円による資金の減少に対し、税金等調整

前当期純利益94,346千円の他、減価償却費127,698千円、仕入債務の増加額122,910千円による資金の増加により、

得られた資金は166,889千円（前連結会計年度は79,081千円の支出）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の償還による収入50,000千円による資金の増加に対し、有

形固定資産の取得による支出105,516千円、有価証券の取得による支出50,000千円により、使用した資金は133,846

千円（前連結会計年度は134,396千円の支出）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出138,974千円による資金の減少に対し、

借入金による収入290,000千円による資金の増加により、得られた資金は99,932千円（前連結会計年度は83,738千円

の収入）となりました。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期

自己資本比率（％） 68.5 66.1 69.0 69.6 65.4

時価ベースの自己資本比率
（％）

33.6 84.1 38.5 28.8 58.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

1.9 1.3 1.5 △7.0 4.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

60.8 104.4 64.7 △28.1 59.0

　自己資本比率：自己資本/総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

　（注）1.いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　 2.株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　 3.有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としており

　 ます。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（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による景気の先行きが不透明なこと及び、レース用部品

の減少も見込まれる一方で、長期的には中国における産業への設備投資の伸張、ＩｏＴやＡＩの進展による省人

化、機械化、合理化の設備投資の期待もあると予想されます。

このような状況のなか、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高2,319百万円（前期比3.1％増）、営業利

益102百万円（前期比15.9％増）、経常利益99百万円（前期比6.2％増）、親会社株主に帰属する当期純利益69百万

円（前期比65.7％増）を見込んでおります。

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確保するため、会計基準につきまし

ては日本基準を適用しております。

なお、ＩＦＲＳにつきましては、今後も制度動向等を注視して参ります。
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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 819,706 953,814

受取手形及び売掛金 251,621 406,015

電子記録債権 369,702 452,129

商品及び製品 164,369 179,143

仕掛品 423,114 403,651

原材料及び貯蔵品 190,168 181,126

その他 58,428 33,163

流動資産合計 2,277,110 2,609,044

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,858,608 1,861,958

減価償却累計額 △1,281,671 △1,322,233

建物及び構築物（純額） 576,936 539,724

機械装置及び運搬具 1,323,150 1,334,338

減価償却累計額 △1,165,623 △1,166,662

機械装置及び運搬具（純額） 157,527 167,675

工具、器具及び備品 318,359 363,074

減価償却累計額 △294,557 △330,947

工具、器具及び備品（純額） 23,801 32,127

土地 1,063,504 1,063,504

減損損失累計額 △154,538 △154,538

土地（純額） 908,966 908,966

リース資産 158,765 223,073

減価償却累計額 △138,424 △166,897

リース資産（純額） 20,340 56,176

建設仮勘定 10,769 2,019

有形固定資産合計 1,698,341 1,706,690

無形固定資産 24,628 17,780

投資その他の資産

保険積立金 148,872 175,796

繰延税金資産 99,379 73,909

その他 5,422 6,253

投資その他の資産合計 253,674 255,960

固定資産合計 1,976,645 1,980,431

資産合計 4,253,756 4,589,475
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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 197,485 282,477

電子記録債務 179,005 217,769

短期借入金 30,000 120,000

1年内償還予定の社債 23,000 23,000

1年内返済予定の長期借入金 137,782 124,753

リース債務 13,207 27,178

未払法人税等 799 20,810

賞与引当金 31,971 26,975

営業外支払手形 2,496 ―

営業外電子記録債務 38,069 1,012

その他 80,403 88,544

流動負債合計 734,221 932,520

固定負債

社債 107,000 84,000

長期借入金 225,020 299,075

リース債務 13,359 35,676

役員退職慰労引当金 126,577 138,747

退職給付に係る負債 82,635 89,648

その他 3,039 4,800

固定負債合計 557,631 651,947

負債合計 1,291,852 1,584,468

純資産の部

株主資本

資本金 732,552 732,552

資本剰余金 679,512 679,512

利益剰余金 1,589,494 1,631,414

自己株式 △43,916 △43,916

株主資本合計 2,957,642 2,999,562

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 556 233

為替換算調整勘定 3,704 5,211

その他の包括利益累計額合計 4,260 5,445

純資産合計 2,961,903 3,005,007

負債純資産合計 4,253,756 4,589,475
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（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 2,319,458 2,248,947

売上原価 1,855,093 1,705,087

売上総利益 464,365 543,860

販売費及び一般管理費 485,794 455,767

営業利益又は営業損失（△） △21,428 88,092

営業外収益

受取利息 312 252

有価証券利息 1,304 1,600

受取配当金 659 22

受取手数料 1,815 1,277

補助金収入 1,791 507

保険解約返戻金 ― 1,434

為替差益 ― 3,056

その他 468 914

営業外収益合計 6,352 9,065

営業外費用

支払利息 2,736 2,687

社債発行費 2,012 ―

為替差損 5,129 ―

その他 547 1,150

営業外費用合計 10,426 3,838

経常利益又は経常損失（△） △25,502 93,320

特別利益

固定資産売却益 14 343

投資有価証券売却益 ― 1,223

特別利益合計 14 1,566

特別損失

固定資産除却損 534 540

減損損失 355,228 ―

ゴルフ会員権評価損 436 ―

特別損失合計 356,200 540

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

△381,687 94,346

法人税、住民税及び事業税 5,736 26,814

法人税等調整額 △44,468 25,611

法人税等合計 △38,731 52,426

当期純利益又は当期純損失（△） △342,956 41,920

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（△）

△342,956 41,920
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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（△） △342,956 41,920

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 651 △323

為替換算調整勘定 △2,013 1,507

その他の包括利益合計 △1,361 1,184

包括利益 △344,317 43,104

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △344,317 43,104
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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

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 732,552 679,512 1,957,701 △716 3,369,049 △95 5,717 5,622 3,374,671

当期変動額

剰余金の配当 △25,250 △25,250 △25,250

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△342,956 △342,956 △342,956

自己株式の取得 △43,200 △43,200 △43,200

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

651 △2,013 △1,361 △1,361

当期変動額合計 － － △368,207 △43,200 △411,407 651 △2,013 △1,361 △412,768

当期末残高 732,552 679,512 1,589,494 △43,916 2,957,642 556 3,704 4,260 2,961,903

　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

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 732,552 679,512 1,589,494 △43,916 2,957,642 556 3,704 4,260 2,961,903

当期変動額

剰余金の配当 ― ― ―

親会社株主に帰属す

る当期純利益
41,920 41,920 41,920

自己株式の取得 ― ― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△323 1,507 1,184 1,184

当期変動額合計 ― ― 41,920 ― 41,920 △323 1,507 1,184 43,104

当期末残高 732,552 679,512 1,631,414 △43,916 2,999,562 233 5,211 5,445 3,005,007
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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（△） △381,687 94,346

減価償却費 160,754 127,698

減損損失 355,228 ―

株式報酬費用 15,057 3,764

受取利息及び受取配当金 △2,276 △1,875

補助金収入 △1,791 △507

支払利息 2,736 2,687

有形固定資産売却損益（△は益） △14 △343

有形固定資産除却損 534 16

無形固定資産除却損 ― 523

投資有価証券売却損益（△は益） ― △1,223

ゴルフ会員権評価損 436 ―

売上債権の増減額（△は増加） 160,943 △236,032

たな卸資産の増減額（△は増加） 68,782 14,117

仕入債務の増減額（△は減少） △332,193 122,910

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,030 △5,013

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,536 12,170

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 10,589 7,013

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,631 21,651

その他の流動負債の増減額（△は減少） △69,597 13,801

その他の固定資産の増減額（△は増加） 75 ―

その他の固定負債の増減額（△は減少） 2,400 ―

その他 2,552 914

小計 △12,533 176,621

利息及び配当金の受取額 2,276 1,875

利息の支払額 △2,811 △2,829

法人税等の支払額 △66,012 △8,778

営業活動によるキャッシュ・フロー △79,081 166,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △50,000 △50,000

有価証券の償還による収入 50,000 50,000

有形固定資産の取得による支出 △94,018 △105,516

有形固定資産の売却による収入 80 396

無形固定資産の取得による支出 △12,577 △4,723

投資有価証券の取得による支出 △6 ―

投資有価証券の売却による収入 26 2,925

その他 △27,900 △26,928

投資活動によるキャッシュ・フロー △134,396 △133,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） ― 90,000

長期借入れによる収入 200,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △155,308 △138,974

社債の発行による収入 130,000 ―

社債の償還による支出 ― △23,000

自己株式の取得による支出 △43,200 ―

リース債務の返済による支出 △22,529 △28,021

配当金の支払額 △25,224 △72

財務活動によるキャッシュ・フロー 83,738 99,932

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,119 1,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131,859 134,108

現金及び現金同等物の期首残高 951,565 819,706

現金及び現金同等物の期末残高 819,706 953,814
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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)

当社グループは、精密機器製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額 480.62円 487.61円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

△54.47円 6.80円

(注) １．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。

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

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)

△342,956 41,920

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

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)

△342,956 41,920

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,295 6,162

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


