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1. 2021年12月期第3四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年9月30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12月期第3四半期 21,091 ― 279 ― 614 ― 362 ―

2020年12月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 2021年12月期第3四半期　　579百万円 （―％） 2020年12月期第3四半期　　―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12月期第3四半期 27.65 ―

2020年12月期第3四半期 ― ―

(注) 当社は、前連結会計年度より決算期を３月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、2020年12月期第３四半期連結財務諸表を作成していない

ため、対前年同四半期増減率及び2020年12月期第３四半期の連結経営成績（累計）については記載しておりません。

(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12月期第3四半期 33,242 18,812 56.6

2020年12月期 31,693 18,495 58.4

（参考）自己資本 2021年12月期第3四半期 18,812百万円 2020年12月期 18,495百万円

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12月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2021年12月期 ― 0.00 ―

2021年12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12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12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 28,200 ― 400 ― 790 ― 370 ― 28.23

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

（注）前連結会計年度は、決算期変更により９か月間となっております。このため、対前期増減率については記載しておりません。



※ 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（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） 2021年12月期3Q 14,272,000 株 2020年12月期 14,272,000 株

② 期末自己株式数 2021年12月期3Q 1,165,764 株 2020年12月期 1,165,710 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期3Q 13,106,246 株 2020年12月期3Q ― 株

(注) 当社は、前連結会計年度より決算期を３月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、2020年12月期第３四半期連結財務諸表を作成してい

ないため、2020年12月期第３四半期の期中平均株式数（四半期累計）については記載しておりません。

※ 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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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、P.６「２.その他　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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１．四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12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,938,899 9,006,121

受取手形及び売掛金 4,660,061 3,826,822

商品及び製品 2,547,169 2,912,890

仕掛品 95,805 156,662

原材料及び貯蔵品 986,286 1,053,648

その他 706,414 421,929

貸倒引当金 △2,410 △9,202

流動資産合計 17,932,224 17,368,871

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,715,338 6,822,346

減価償却累計額 △2,853,082 △3,041,072

建物及び構築物（純額） 3,862,255 3,781,274

機械装置及び運搬具 4,422,789 4,521,429

減価償却累計額 △3,528,480 △3,762,275

機械装置及び運搬具（純額） 894,308 759,153

土地 4,537,323 4,586,823

その他 2,069,203 2,226,955

減価償却累計額 △1,702,322 △1,819,965

その他（純額） 366,881 406,990

有形固定資産合計 9,660,768 9,534,241

無形固定資産 292,859 581,848

投資その他の資産

投資有価証券 1,928,365 2,104,871

その他 1,977,305 3,724,098

貸倒引当金 △98,070 △71,845

投資その他の資産合計 3,807,600 5,757,124

固定資産合計 13,761,227 15,873,214

資産合計 31,693,451 33,242,085
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,941,037 5,981,418

短期借入金 30,000 101,000

1年内返済予定の長期借入金 535,946 964,788

未払法人税等 48,086 280,014

賞与引当金 308,989 545,970

役員賞与引当金 37,575 32,145

製品保証引当金 59,200 50,800

受注損失引当金 1,500 11,000

その他 1,523,969 1,449,564

流動負債合計 8,486,305 9,416,701

固定負債

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 2,264,716 2,172,380

退職給付に係る負債 218,916 213,708

その他 1,227,602 1,626,417

固定負債合計 4,711,234 5,012,505

負債合計 13,197,539 14,429,206

純資産の部

株主資本

資本金 1,471,150 1,471,150

資本剰余金 1,148,365 1,148,365

利益剰余金 13,887,888 13,988,121

自己株式 △441,951 △441,992

株主資本合計 16,065,452 16,165,644

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 630,840 749,345

土地再評価差額金 1,713,085 1,713,085

為替換算調整勘定 86,533 184,802

その他の包括利益累計額合計 2,430,459 2,647,233

純資産合計 18,495,912 18,812,878

負債純資産合計 31,693,451 33,242,085
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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)
当第３四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 21,091,164

売上原価 13,803,595

売上総利益 7,287,568

販売費及び一般管理費 7,008,103

営業利益 279,465

営業外収益

受取利息 2,293

受取配当金 17,335

受取手数料 10,335

受取賃貸料 32,633

為替差益 116,070

雇用調整助成金 127,438

その他 56,030

営業外収益合計 362,138

営業外費用

支払利息 21,039

その他 5,688

営業外費用合計 26,728

経常利益 614,875

特別利益

固定資産売却益 1,870

投資有価証券売却益 4,000

抱合せ株式消滅差益 44,435

特別利益合計 50,305

特別損失

固定資産除却損 23,065

特別損失合計 23,065

税金等調整前四半期純利益 642,115

法人税、住民税及び事業税 300,498

法人税等調整額 △20,742

法人税等合計 279,756

四半期純利益 362,359

親会社株主に帰属する四半期純利益 362,359
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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)
当第３四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 362,359

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 118,504

為替換算調整勘定 98,269

その他の包括利益合計 216,774

四半期包括利益 579,133

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 579,133

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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。

（会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示）

該当事項はありません。

２．その他

連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

本日（2021年11月12日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　


