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1. 令和4年2月期第1四半期の連結業績（令和3年3月1日～令和3年5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 ％

4年2月期第1四半期 11,205 15.0 175 182.5 215 124.6 156 160.8

3年2月期第1四半期 9,743 △20.0 62 △84.3 95 △78.8 59 △80.8

（注）包括利益 4年2月期第1四半期　　177百万円 （371.8％） 3年2月期第1四半期　　37百万円 （△87.2％）

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

4年2月期第1四半期 2.85 ―

3年2月期第1四半期 1.09 ―

(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 ％

4年2月期第1四半期 16,301 11,947 73.3

3年2月期 16,453 11,878 72.2

（参考）自己資本 4年2月期第1四半期 11,947百万円 3年2月期 11,878百万円

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

3年2月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

4年2月期 ―

4年2月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

（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. 令和 4年 2月期の連結業績予想（令和 3年 3月 1日～令和 4年 2月28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 43,000 9.8 350 83.3 550 24.3 350 27.3 6.39

（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

(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） 4年2月期1Q 54,789,510 株 3年2月期 54,789,510 株

② 期末自己株式数 4年2月期1Q 28,200 株 3年2月期 28,180 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 4年2月期1Q 54,761,323 株 3年2月期1Q 54,761,330 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予想等の将来に関する記述は、発表日現在における事業環境および入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績
は、今後の経済状況、事業環境の変化等により異なる可能性があります。なお、業績予想の詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．（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１四半期連結累計期間（令和３年３月１日～令和３年５月31日）における当社を取り巻く経済環境は、新型

コロナウイルス感染症の影響による下振れリスクはあったものの、自動車や半導体関係を始めとする製造業の回復

や設備投資需要の持ち直しに牽引され、同感染症の影響による景気の落ち込みからは緩やかな回復基調で推移しま

した。

このような状況のもと、当社グループは今年度より新中期経営計画（令和３年３月１日～令和８年２月28日）を

スタートしました。当第１四半期連結累計期間においては、同感染症の収束がいまだ見通せない中で満足な営業活

動を行えない状況が続きましたが、各種キャンペーン等の販促企画や計測分野に関するWebセミナーを引き続き実

施し、積極的な拡販に努めました。また、海外展開につきましては、日本国内と同様に同感染症による懸念要因は

引き続きあったものの、タイ・ベトナム・中国の各拠点において感染対策を行いながら拡販に努めました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は112億５百万円（前年同期比15.0％増）、営業利益は

１億75百万円（同182.5％増）、経常利益は２億15百万円（同124.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

１億56百万円（同160.8％増）と増収増益になりました。

なお、取扱商品分類別の売上高は、下表のとおりです。

取扱商品分類 売上高（百万円） 前年同期比（％）

切削工具 5,444 ＋13.7

計 測 1,039 ＋20.4

産業機器・工作機械等 4,720 ＋15.3

合計 11,205 ＋15.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の資産、負債および純資産の状況は、以下のとおりです。

①資産

資産は、163億１百万円と前連結会計年度から１億51百万円減少しました。これは、電子記録債権が１億59百

万円、たな卸資産が１億28百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が５億70百万円減少したことが主な要

因です。

②負債

負債は、43億54百万円と前連結会計年度から２億20百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金が２

億65百万円減少したことが主な要因です。

③純資産

純資産は、119億47百万円と前連結会計年度から68百万円増加しました。これは、配当金の支払いにより利益

剰余金が１億９百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益１億56百万円の計上により利益剰

余金が増加したことが主な要因です。

なお、自己資本比率は73.3％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

連結業績予想につきましては、令和３年３月29日発表の「令和３年２月期 決算短信」に記載の連結業績予想

から変更はありません。
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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：百万円)

前連結会計年度
(令和３年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(令和３年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 188 241

受取手形及び売掛金 7,920 7,349

電子記録債権 1,397 1,556

たな卸資産 3,660 3,789

その他 226 232

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 13,391 13,168

固定資産

有形固定資産 170 160

無形固定資産 883 896

投資その他の資産

退職給付に係る資産 183 180

差入保証金 1,415 1,425

その他 419 479

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 2,008 2,075

固定資産合計 3,061 3,132

資産合計 16,453 16,301

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,404 3,138

短期借入金 458 423

未払法人税等 60 105

賞与引当金 188 274

その他 316 291

流動負債合計 4,428 4,234

固定負債

役員退職慰労引当金 80 49

退職給付に係る負債 0 0

その他 64 70

固定負債合計 145 119

負債合計 4,574 4,354

純資産の部

株主資本

資本金 2,291 2,291

資本剰余金 2,285 2,285

利益剰余金 7,163 7,209

自己株式 △10 △10

株主資本合計 11,729 11,776

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 76 99

為替換算調整勘定 10 12

退職給付に係る調整累計額 62 59

その他の包括利益累計額合計 149 171

純資産合計 11,878 11,947

負債純資産合計 16,453 16,301
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
　至 令和２年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 令和３年３月１日
　至 令和３年５月31日)

売上高 9,743 11,205

売上原価 8,654 9,962

売上総利益 1,089 1,242

販売費及び一般管理費 1,026 1,067

営業利益 62 175

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 1 0

持分法による投資利益 － 3

仕入割引 143 149

その他 1 2

営業外収益合計 149 158

営業外費用

支払利息 1 0

売上割引 109 118

持分法による投資損失 3 －

その他 1 0

営業外費用合計 115 118

経常利益 95 215

税金等調整前四半期純利益 95 215

法人税、住民税及び事業税 60 93

法人税等調整額 △24 △34

法人税等合計 36 59

四半期純利益 59 156

親会社株主に帰属する四半期純利益 59 156
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
　至 令和２年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 令和３年３月１日
　至 令和３年５月31日)

四半期純利益 59 156

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15 22

為替換算調整勘定 △1 1

退職給付に係る調整額 △3 △3

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 0

その他の包括利益合計 △22 21

四半期包括利益 37 177

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 37 177
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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。
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