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(百万円未満切捨て)
１．2019年12月期の連結業績（2019年１月１日～2019年12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 ％

2019年12月期 22,877 △6.7 3,074 △26.4 2,963 △31.5 2,383 △26.2

2018年12月期 24,514 5.4 4,176 10.6 4,326 16.4 3,228 21.6
(注) 包括利益 2019年12月期 2,610百万円( 345.3％) 2018年12月期 586百万円(△85.7％)

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 ％ ％ ％

2019年12月期 137.98 － 4.5 5.2 13.4

2018年12月期 186.87 － 6.2 7.6 17.0
(参考) 持分法投資損益 2019年12月期 －百万円 2018年12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

2019年12月期 57,418 53,556 93.3 3,100.01

2018年12月期 56,479 51,986 92.0 3,009.09
(参考) 自己資本 2019年12月期 53,556百万円 2018年12月期 51,986百万円

(注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年２月16日)等を当連結会計年度の期首
から適用しており、2018年12月期に係わる総資産および自己資本比率については、当該会計基準等を遡って適用し
た後の数値となります。

（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

2019年12月期 5,041 △1,908 △1,110 10,965

2018年12月期 4,553 △3,452 △1,037 9,042

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 ％ ％

2018年12月期 － 30.00 － 30.00 60.00 1,036 32.1 2.0

2019年12月期 － 30.00 － 30.00 60.00 1,036 43.5 2.0

2020年12月期(予想) － 30.00 － 30.00 60.00 41.8
　

３．2020年12月期の連結業績予想（2020年１月１日～2020年12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) 11,200 2.3 1,500 △2.4 1,600 5.5 1,180 △2.1 68.30

通 期 23,000 0.5 3,150 2.5 3,300 11.3 2,480 4.0 143.55
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※ 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 ： 有

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
　

(注)詳細は、添付資料Ｐ.11「３.連結財務諸表及び主な注記（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変
更）」をご覧ください。

　

（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) 2019年12月期 19,780,000株 2018年12月期 19,780,000株

② 期末自己株式数 2019年12月期 2,503,801株 2018年12月期 2,503,390株

③ 期中平均株式数 2019年12月期 17,276,337株 2018年12月期 17,276,795株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2019年12月期の個別業績（2019年１月１日～2019年12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 ％

2019年12月期 15,487 △12.6 1,644 △49.1 2,165 △49.1 1,830 △46.8

2018年12月期 17,714 7.6 3,233 19.4 4,256 △7.6 3,444 △11.6
　

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

2019年12月期 105.98 －

2018年12月期 199.36 －
　

　

（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

2019年12月期 46,794 44,100 94.2 2,552.65

2018年12月期 45,970 42,693 92.9 2,471.16

(参考) 自己資本 2019年12月期 44,100百万円 2018年12月期 42,693百万円
　

　

※ 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
上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値とは異なる場合があります。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度の事業環境は、中国景気の後退や米中貿易摩擦による不透明感の台頭から厳しい

状況で推移しました。そのような中、当社に関連深い電子機器工業界においては、半導体パッケ

ージなどの高度な電子部品需要に動きがあったものの、ここ数年需要を牽引してきた自動車向け

の需要が減退したほか、スマートフォンも世代交代の端境期の中で端末生産とインフラ整備の谷

をむかえたことなどがあり力強さに欠ける動きとなりました。当社グループはこのような状況の

もと、生産効率の改善と高付加価値製品の産出量向上などに注力し、売上高と利益の改善に努め

ました。

このようなことから、当連結会計年度の売上高は22,877百万円（前年同期比6.7％減）となり、

営業利益は3,074百万円（同26.4％減）、経常利益は2,963百万円(同31.5％減)、親会社株主に帰

属する当期純利益は2,383百万円(同26.2％減)となっております。

次に、セグメント別の状況ですが、「日本」では製造業界全般に様子見気運が高まり非常に厳

しい状況になりました。この地区での売上高（セグメント間取引消去額を含む。以下同じ。）は

15,487百万円（前年同期比12.6％減）となり、セグメント利益（営業利益）は1,655百万円（前年

同期比48.6％減）となっております。

日本を除く「アジア」では、売上高が伸悩む状況に変わりはありませんでしたが、工場設備の

改良や人材育成の強化などを図り、収益力の向上に努めました。この地区での売上高は11,230百

万円（同0.6％減）となり、セグメント利益は976百万円（同29.9％増）となっております。

北米地区の売上高は1,278百万円（同5.6％減）、セグメント利益は14百万円（同60.8％減）と

なっております。

欧州地区の売上高は、1,453百万円（同3.2％減）、セグメント利益は105百万円（同33.4％減）

となっております。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の資産合計は、57,418百万円(前連結会計年度末比939百万円増)となりまし

た。

流動資産合計は28,399百万円(同870百万円増)となりました。主な変動要因は、現金及び預金

(同1,754百万円増)、受取手形及び売掛金(同501百万円減)、棚卸資産(同473百万円減)でありま

す。

固定資産合計は29,019百万円(同68百万円増)となっております。このうち、有形固定資産合計

は22,739百万円(同45百万円増)となり、投資有価証券(同374百万円増)の増加を含む投資その他の

資産合計は6,190百万円(同18百万円増)となっております。

当連結会計年度末の負債合計は3,862百万円(前連結会計年度末比630百万円減)となりました。

　流動負債合計は2,865百万円(同870百万円減)となりました。主な変動要因は未払法人税等(同

475百万円減)であります。

　固定負債合計は996百万円(同240百万円増)となりました。

当連結会計年度末の純資産合計は53,556百万円(前連結会計年度末比1,569百万円増)となりまし

た。株主資本合計が51,922百万円(同1,342百万円増)、その他の包括利益累計額合計が1,634百万

円(同227百万円増)となっております。主な変動項目は利益剰余金(同1,343百万円増)でありま

す。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,922百万円増加し、
当連結会計年度末現在10,965百万円となっております。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、厳しい外部環境のなか効率的な事業運営を推進した
ことから、5,041百万円の収入（前年同期比488百万円の収入の増加）となっております。主な
キャッシュ・イン項目は、税金等調整前当期純利益3,103百万円および減価償却費2,695百万円
であり、主なキャッシュ・アウト項目は、法人税等の支払額1,094百万円であります。

（投資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・フローは、1,908百万円の支出（同1,543百万円の支出の減少）

となりました。主なキャッシュ・イン項目は、有価証券の売却及び償還による収入1,397百万
円であり、主なキャッシュ・アウト項目は、有形固定資産の取得による支出2,623百万円であ
ります。

（財務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・フローは、1,110百万円の支出（同73百万円の支出の増加）と

なりました。配当金の支払1,036百万円が主な変動要因となっております。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期

自己資本比率 92.6 93.2 91.0 92.0 93.3

時価ベースの
自己資本比率

107.6 99.4 124.2 89.4 102.3

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率

－ － － － －

インタレスト・カバ
レッジ・レシオ

52,322.9 44,777.3 60,573.6 80,393.6 442.4

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／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：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います。

　(注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います。

　(注３)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

　(注４)有利子負債は連結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

　 しています。

（４）今後の見通し

米中貿易摩擦など世界的な懸念事項が依然横たわるなかで、新型肺炎などの新たな事象も発生し
ています。一方、新たな高付加価値製品の登場や電子機器製品の裾野の広がりを実感しているとこ
ろであり、当面、難しい舵取りが必要になると思っております。当社グループは事業環境に係わる
情報収集を今後とも密に行い諸事項に対応して、業績の向上に努めてまいる所存であります。

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。国際財務報告基準(ＩＦＲＳ)の適用については、今後の事業展開や制度の
動向を踏まえつつ、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
(2018年12月31日)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,261,925 11,016,843

受取手形及び売掛金 7,995,372 7,493,998

有価証券 1,184,771 1,094,073

商品及び製品 4,812,798 4,800,878

仕掛品 1,207,777 1,125,905

原材料及び貯蔵品 2,887,225 2,507,991

その他 371,860 401,301

貸倒引当金 △193,176 △41,681

流動資産合計 27,528,554 28,399,308

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,511,183 14,802,499

減価償却累計額 △7,702,679 △8,012,697

建物及び構築物（純額） 6,808,504 6,789,802

機械装置及び運搬具 31,882,561 33,444,996

減価償却累計額 △23,462,763 △24,475,479

機械装置及び運搬具（純額） 8,419,798 8,969,516

工具、器具及び備品 2,021,588 2,148,272

減価償却累計額 △1,629,610 △1,722,082

工具、器具及び備品（純額） 391,978 426,189

土地 5,810,052 5,812,785

建設仮勘定 1,263,903 585,224

その他 － 239,910

減価償却累計額 － △83,935

その他（純額） － 155,975

有形固定資産合計 22,694,236 22,739,493

無形固定資産 84,283 89,646

投資その他の資産

投資有価証券 5,507,134 5,881,206

繰延税金資産 468,924 123,700

その他 243,936 187,545

貸倒引当金 △47,760 △2,192

投資その他の資産合計 6,172,234 6,190,260

固定資産合計 28,950,754 29,019,400

資産合計 56,479,309 57,418,709
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年12月31日)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,177,104 1,032,259

未払金 191,056 131,463

未払費用 871,048 794,939

未払法人税等 604,134 128,222

賞与引当金 697,866 553,997

その他 194,533 224,491

流動負債合計 3,735,743 2,865,374

固定負債

長期未払金 219,828 219,828

繰延税金負債 15,725 148,014

退職給付に係る負債 520,596 523,741

その他 564 105,283

固定負債合計 756,714 996,867

負債合計 4,492,457 3,862,241

純資産の部

株主資本

資本金 2,998,505 2,998,505

資本剰余金 3,020,484 3,020,484

利益剰余金 51,292,100 52,635,778

自己株式 △6,731,112 △6,732,352

株主資本合計 50,579,977 51,922,416

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 722,816 1,439,816

為替換算調整勘定 761,865 247,556

退職給付に係る調整累計額 △77,808 △53,321

その他の包括利益累計額合計 1,406,873 1,634,052

純資産合計 51,986,851 53,556,468

負債純資産合計 56,479,309 57,418,709
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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 2018年１月１日
　至 2018年12月31日)

当連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 24,514,771 22,877,969

売上原価 15,647,863 15,327,342

売上総利益 8,866,908 7,550,627

販売費及び一般管理費 4,690,656 4,476,139

営業利益 4,176,251 3,074,488

営業外収益

受取利息 24,946 34,347

有価証券利息 25,625 31,704

受取配当金 116,735 113,256

為替差益 18,919 －

原子力立地給付金 15,016 15,923

固定資産賃貸料 27,467 44,400

補助金収入 293 －

助成金収入 42,767 56,951

その他 50,901 39,624

営業外収益合計 322,672 336,209

営業外費用

支払利息 56 11,397

売上割引 30,056 6,002

減価償却費 23,915 30,064

為替差損 － 284,951

支払手数料 74,723 79,554

租税公課 8,085 9,158

その他 35,247 25,676

営業外費用合計 172,085 446,805

経常利益 4,326,838 2,963,892

特別利益

関係会社清算益 － ※ 140,825

特別利益合計 － 140,825

特別損失

減損損失 13,228 1,665

特別損失合計 13,228 1,665

税金等調整前当期純利益 4,313,609 3,103,052

法人税、住民税及び事業税 1,043,042 543,450

法人税等調整額 42,045 175,868

法人税等合計 1,085,088 719,319

当期純利益 3,228,521 2,383,733

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 3,228,521 2,383,733

決算短信（宝印刷） 2020年02月07日 11時18分 6ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



ユニオンツール株式会社(6278) 2019年12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 2018年１月１日
　至 2018年12月31日)

当連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当期純利益 3,228,521 2,383,733

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,747,770 717,000

為替換算調整勘定 △865,525 △514,309

退職給付に係る調整額 △28,868 24,487

その他の包括利益合計 △2,642,164 227,178

包括利益 586,356 2,610,911

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 586,356 2,610,911

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 2018年１月１日 至 2018年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,998,505 3,020,727 51,813,719 △9,441,535 48,391,417

当期変動額

剰余金の配当 － － △1,036,613 － △1,036,613

親会社株主に帰属する

当期純利益
－ － 3,228,521 － 3,228,521

自己株式の取得 － － － △1,362 △1,362

自己株式の消却 － △2,711,785 － 2,711,785 －

連結範囲の変動 － － △1,984 － △1,984

利益剰余金から資本

剰余金への振替
－ 2,711,542 △2,711,542 － －

その他 － － － － －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － － －

当期変動額合計 － △243 △521,619 2,710,423 2,188,560

当期末残高 2,998,505 3,020,484 51,292,100 △6,731,112 50,579,977

その他の包括利益累計額

純資産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 2,470,586 1,627,391 △48,939 4,049,037 52,440,455

当期変動額

剰余金の配当 － － － － △1,036,613

親会社株主に帰属する

当期純利益
－ － － － 3,228,521

自己株式の取得 － － － － △1,362

自己株式の消却 － － － － －

連結範囲の変動 － － － － △1,984

利益剰余金から資本

剰余金への振替
－ － － － －

その他 － － － － －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△1,747,770 △865,525 △28,868 △2,642,164 △2,642,164

当期変動額合計 △1,747,770 △865,525 △28,868 △2,642,164 △453,603

当期末残高 722,816 761,865 △77,808 1,406,873 51,986,851
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　当連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,998,505 3,020,484 51,292,100 △6,731,112 50,579,977

当期変動額

剰余金の配当 － － △1,036,587 － △1,036,587

親会社株主に帰属する

当期純利益
－ － 2,383,733 － 2,383,733

自己株式の取得 － － － △1,239 △1,239

自己株式の消却 － － － － －

連結範囲の変動 － － － － －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
－ － － － －

その他 － － △3,467 － △3,467

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － － －

当期変動額合計 － － 1,343,678 △1,239 1,342,438

当期末残高 2,998,505 3,020,484 52,635,778 △6,732,352 51,922,416

その他の包括利益累計額

純資産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 722,816 761,865 △77,808 1,406,873 51,986,851

当期変動額

剰余金の配当 － － － － △1,036,587

親会社株主に帰属する

当期純利益
－ － － － 2,383,733

自己株式の取得 － － － － △1,239

自己株式の消却 － － － － －

連結範囲の変動 － － － － －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
－ － － － －

その他 － － － － △3,467

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
717,000 △514,309 24,487 227,178 227,178

当期変動額合計 717,000 △514,309 24,487 227,178 1,569,616

当期末残高 1,439,816 247,556 △53,321 1,634,052 53,556,468
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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 2018年１月１日
　至 2018年12月31日)

当連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12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 4,313,609 3,103,052

減価償却費 2,412,275 2,695,540

減損損失 13,228 1,665

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,518 △150,530

受取利息及び受取配当金 △167,306 △179,309

支払利息 56 11,397

為替差損益（△は益） △1,643 81,749

売上債権の増減額（△は増加） △378,563 401,541

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,019,750 448,754

仕入債務の増減額（△は減少） 149,862 △131,287

関係会社清算損益（△は益） － △140,825

未払消費税等の増減額（△は減少） △62,805 19,215

その他の流動負債の増減額（△は減少） 167,671 △254,762

その他 23,599 49,657

小計 5,451,750 5,955,859

利息及び配当金の受取額 151,086 191,630

利息の支払額 △56 △11,397

法人税等の支払額 △1,049,124 △1,094,101

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,553,656 5,041,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,818,873 △2,623,568

有価証券の売却及び償還による収入 604,720 1,397,747

投資有価証券の取得による支出 △833,310 △823,519

投資有価証券の売却及び償還による収入 7,414 29,274

その他 587,874 111,220

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,452,173 △1,908,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,035,900 △1,036,716

自己株式の取得による支出 △1,362 △1,239

その他 － △72,485

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,037,262 △1,110,441

現金及び現金同等物に係る換算差額 △191,776 △100,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △127,557 1,922,217

現金及び現金同等物の期首残高 8,790,908 9,042,850

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 379,500 －

現金及び現金同等物の期末残高 9,042,850 10,965,068
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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。

(会計方針の変更)

米国を除く在外連結子会社では、当連結会計年度の期首から「リース」（IFRS16号）を適用しており、リース取引
を連結貸借対照表の資産および負債に計上しております。
当該変更に伴う連結財務諸表への影響額は軽微であります。

(表示方法の変更)

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）を当連結会計年度の期首

から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」692百万円のうち、468

百万円は「投資その他の資産」の「繰延税金資産」に含めて表示し、223百万円減少しております。また、「固定負
債」の「繰延税金負債」が223百万円減少しております。なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺
して表示しており、変更前と比べて総資産が223百万円減少しております。

(連結損益計算書関係)

※関係会社清算益
当連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
　当社連結子会社である優能工具(上海)有限公司の清算が結了したことに伴う、為替換算調整勘定取崩益でありま
す。

(セグメント情報等)

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

分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているものであります。
　当社は主に産業用切削工具を生産・販売しており、国内においては当社が、海外においてはアジア、米国、欧州
（スイス）の各地域に適宜現地法人を設立し、それらが、それぞれ各地区を担当しております。現地法人はそれぞれ
独立した経営単位であり、取扱う製品については各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
　したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アジ
ア」、「北米」および「欧州」の4つを報告セグメントとしております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一と

なっております。また、報告セグメントの利益は営業利益を採用しております。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注1）

連結財務
諸表計上額

(注2)
日本 アジア 北米 欧州 計

売上高

外部顧客への売上高 10,669,438 10,992,595 1,354,943 1,497,794 24,514,771 － 24,514,771

セグメント間の内部
売上高又は振替高

7,045,396 309,526 41 3,884 7,358,849 △7,358,849 －

計 17,714,835 11,302,121 1,354,984 1,501,679 31,873,621 △7,358,849 24,514,771

セグメント利益 3,222,753 751,960 36,305 158,564 4,169,584 6,666 4,176,251

セグメント資産 45,762,719 15,378,708 1,708,381 979,401 63,829,210 △7,349,901 56,479,309

その他の項目

減価償却費 1,749,966 744,302 30,125 10,611 2,535,006 △122,731 2,412,275

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,955,527 470,335 44,568 20,473 3,490,904 △74,031 3,416,872

（注)1. 調整額の内容は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額6,666千円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(2) セグメント資産の調整額△7,349,901千円は、主にセグメント間取引消去であります。
(3) 減価償却費の調整額△122,731千円は、主にセグメント間取引消去であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△74,031千円は、主にセグメント間取引消去であります。
2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。
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当連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注1）

連結財務
諸表計上額

(注2)
日本 アジア 北米 欧州 計

売上高

外部顧客への売上高 9,284,088 10,865,072 1,278,490 1,450,318 22,877,969 － 22,877,969

セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,203,158 365,106 － 3,527 6,571,792 △6,571,792 －

計 15,487,246 11,230,179 1,278,490 1,453,846 29,449,762 △6,571,792 22,877,969

セグメント利益 1,655,509 976,987 14,243 105,642 2,752,382 322,105 3,074,488

セグメント資産 46,794,148 15,390,757 1,634,287 985,191 64,804,384 △7,385,675 57,418,709

その他の項目

減価償却費 1,989,715 773,039 33,564 19,755 2,816,075 △120,535 2,695,540

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,522,150 891,275 － 10,166 3,423,592 △100,524 3,323,067

（注)1. 調整額の内容は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額322,105千円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(2) セグメント資産の調整額△7,385,675千円は、主にセグメント間取引消去であります。
(3) 減価償却費の調整額△120,535千円は、主にセグメント間取引消去であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△100,524千円は、主にセグメント間取引消去であります。
2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。

【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】

前連結会計年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

日本 アジア 北米 欧州 計

減損損失 13,228 － － － 13,228 － － 13,228

当連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

日本 アジア 北米 欧州 計

減損損失 1,665 － － － 1,665 － － 1,665

【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)

前連結会計年度
（自 2018年１月１日
　至 2018年12月31日）

当連結会計年度
（自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日）

１株当たり純資産額 3,009円09銭 3,100円01銭

１株当たり当期純利益 186円87銭 137円98銭

(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の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

（自 2018年１月１日
　至 2018年12月31日）

当連結会計年度
（自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日）

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

3,228,521 2,383,733

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

3,228,521 2,383,733

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(千株) 17,276 17,276

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2018年12月31日)

当事業年度
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,700,533 7,323,084

受取手形 1,104,092 805,075

売掛金 2,823,165 2,554,881

有価証券 1,184,771 1,094,073

商品 32,198 60,413

製品 2,334,909 2,348,450

原材料 1,911,429 1,540,214

仕掛品 1,011,491 939,174

貯蔵品 129,259 134,702

前払費用 102,082 101,069

関係会社短期貸付金 － 109,690

その他 183,932 215,963

貸倒引当金 △158,000 △8,000

流動資産合計 16,359,866 17,218,792

固定資産

有形固定資産

建物 5,781,403 5,580,316

構築物 135,232 134,381

機械及び装置 5,778,309 6,448,029

車両運搬具 33,145 26,419

工具、器具及び備品 304,829 350,371

土地 5,147,863 5,147,863

建設仮勘定 934,696 496,418

有形固定資産合計 18,115,481 18,183,801

無形固定資産

ソフトウエア 59,315 65,787

その他 1,971 1,860

無形固定資産合計 61,286 67,647

投資その他の資産

投資有価証券 5,464,134 5,838,206

関係会社株式 2,012,842 2,023,252

関係会社出資金 3,040,066 2,901,853

関係会社長期貸付金 555,904 429,358

繰延税金資産 219,164 －

敷金及び保証金 57,128 56,243

その他 84,891 74,992

投資その他の資産合計 11,434,132 11,323,906

固定資産合計 29,610,901 29,575,355

資産合計 45,970,767 46,794,148
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(単位：千円)

前事業年度
(2018年12月31日)

当事業年度
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 169,585 182,402

買掛金 615,129 519,102

未払金 55,641 73,852

未払費用 630,670 555,052

未払法人税等 471,987 －

預り金 171,910 145,375

賞与引当金 551,193 410,056

流動負債合計 2,666,118 1,885,841

固定負債

長期未払金 219,828 219,828

繰延税金負債 － 185,037

退職給付引当金 391,603 403,278

固定負債合計 611,431 808,143

負債合計 3,277,550 2,693,984

純資産の部

株主資本

資本金 2,998,505 2,998,505

資本剰余金

資本準備金 3,020,484 3,020,484

資本剰余金合計 3,020,484 3,020,484

利益剰余金

利益準備金 419,574 419,574

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 177,641 172,555

別途積立金 30,000,000 30,000,000

繰越利益剰余金 12,020,647 12,820,013

利益剰余金合計 42,617,863 43,412,144

自己株式 △6,731,112 △6,732,352

株主資本合計 41,905,741 42,698,781

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 787,476 1,401,381

評価・換算差額等合計 787,476 1,401,381

純資産合計 42,693,217 44,100,163

負債純資産合計 45,970,767 46,794,148
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2018年１月１日
　至 2018年12月31日)

当事業年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 17,714,835 15,487,246

売上原価 11,734,705 11,258,520

売上総利益 5,980,129 4,228,726

販売費及び一般管理費 2,746,326 2,583,870

営業利益 3,233,803 1,644,855

営業外収益

受取利息 47,126 71,353

受取配当金 1,095,810 558,786

原子力立地給付金 15,016 15,923

固定資産賃貸料 25,266 21,969

その他 72,983 88,483

営業外収益合計 1,256,203 756,517

営業外費用

支払利息 16 0

減価償却費 23,915 23,331

為替差損 96,066 106,573

支払手数料 74,723 79,554

租税公課 8,085 9,158

その他 30,980 17,318

営業外費用合計 233,788 235,937

経常利益 4,256,218 2,165,435

特別利益

関係会社清算益 － 100,040

特別利益合計 － 100,040

特別損失

減損損失 13,228 1,665

特別損失合計 13,228 1,665

税引前当期純利益 4,242,989 2,263,810

法人税、住民税及び事業税 831,739 299,424

法人税等調整額 △33,022 133,517

法人税等合計 798,716 432,942

当期純利益 3,444,273 1,830,868
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（３）株主資本等変動計算書
　前事業年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 2,998,505 3,020,484 243 3,020,727

当期変動額

剰余金の配当 － － － －

当期純利益 － － － －

固定資産圧縮積立金の

取崩
－ － － －

自己株式の取得 － － － －

自己株式の消却 － － △2,711,785 △2,711,785

利益剰余金から資本剰

余金への振替
－ － 2,711,542 2,711,542

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － －

当期変動額合計 － － △243 △243

当期末残高 2,998,505 3,020,484 － 3,020,484

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 419,574 183,106 30,000,000 12,319,065 42,921,746

当期変動額

剰余金の配当 － － － △1,036,613 △1,036,613

当期純利益 － － － 3,444,273 3,444,273

固定資産圧縮積立金の

取崩
－ △5,464 － 5,464 －

自己株式の取得 － － － － －

自己株式の消却 － － － － －

利益剰余金から資本剰

余金への振替
－ － － △2,711,542 △2,711,542

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － － －

当期変動額合計 － △5,464 － △298,418 △303,882

当期末残高 419,574 177,641 30,000,000 12,020,647 42,617,863

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △9,441,535 39,499,443 2,462,361 2,462,361 41,961,805

当期変動額

剰余金の配当 － △1,036,613 － － △1,036,613

当期純利益 － 3,444,273 － － 3,444,273

固定資産圧縮積立金の

取崩
－ － － － －

自己株式の取得 △1,362 △1,362 － － △1,362

自己株式の消却 2,711,785 － － － －

利益剰余金から資本剰

余金への振替
－ － － － －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － △1,674,885 △1,674,885 △1,674,885

当期変動額合計 2,710,423 2,406,297 △1,674,885 △1,674,885 731,412

当期末残高 △6,731,112 41,905,741 787,476 787,476 42,693,217
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　当事業年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 2,998,505 3,020,484 － 3,020,484

当期変動額

剰余金の配当 － － － －

当期純利益 － － － －

固定資産圧縮積立金の

取崩
－ － － －

自己株式の取得 － － － －

自己株式の消却 － －

利益剰余金から資本剰

余金への振替
－ －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － －

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 2,998,505 3,020,484 － 3,020,484

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 419,574 177,641 30,000,000 12,020,647 42,617,863

当期変動額

剰余金の配当 － － － △1,036,587 △1,036,587

当期純利益 － － － 1,830,868 1,830,868

固定資産圧縮積立金の

取崩
－ △5,086 － 5,086 －

自己株式の取得 － － － － －

自己株式の消却 － － － － －

利益剰余金から資本剰

余金への振替
－ － －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － － －

当期変動額合計 － △5,086 － 799,366 794,280

当期末残高 419,574 172,555 30,000,000 12,820,013 43,412,144

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △6,731,112 41,905,741 787,476 787,476 42,693,217

当期変動額

剰余金の配当 － △1,036,587 － － △1,036,587

当期純利益 － 1,830,868 － － 1,830,868

固定資産圧縮積立金の

取崩
－ － － － －

自己株式の取得 △1,239 △1,239 － － △1,239

自己株式の消却 － － － －

利益剰余金から資本剰

余金への振替
－ － － － －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － 613,905 613,905 613,905

当期変動額合計 △1,239 793,040 613,905 613,905 1,406,946

当期末残高 △6,732,352 42,698,781 1,401,381 1,401,381 44,100,163
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（４）個別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。

５．その他

（１）役員の異動

① 代表取締役の異動

該当事項はありません。

② その他の役員等の異動

本日付けで別途「取締役、監査役および執行役員の異動に関するお知らせ」を公開しており

ます。詳細はそちらをご覧ください。

（２）部門別の状況

当連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
切削工具事業

(千円)
その他の事業

(千円)
計

(千円)
消去又は全社

(千円)
連結
(千円)

売上高

(1)外部顧客に対する
　 売上高

21,080,329 1,797,640 22,877,969 ― 22,877,969

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 339,981 339,981 △339,981 ―

計 21,080,329 2,137,622 23,217,951 △339,981 22,877,969

営業利益 3,025,031 271,916 3,296,947 △222,459 3,074,488

（３）海外売上高

当連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 12,216,651 1,167,559 1,450,588 132,152 14,966,952

Ⅱ 連結売上高(千円) 22,877,969

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％) 53.40 5.10 6.34 0.58 65.42

（４）為替換算レートと為替変動の影響試算額

ＵＳ＄ ＥＵＲ ＮＴ＄ ＲＭＢ

前連結会計年度 実績 111.00円 127.00円 3.60円 16.16円

当連結会計年度 実績 109.56 122.54 3.64 15.67

2020年12月期(見込み) 計画 105.00 115.00 3.30 15.00

対ＵＳ＄１円の円高による影響額：年間の連結売上高が131百万円減少
年間の連結営業利益が9百万円減少

（５）設備投資、減価償却費および研究開発費の状況

設備投資 減価償却費 研究開発費

前連結会計年度 3,490 百万円 2,412 百万円 1,612 百万円

当連結会計年度 3,423 2,695 1,662

2020年12月期(見込み) 2,849 2,687 1,803
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