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1. 2020年3月期の連結業績（2019年4月1日～2020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 ％

2020年3月期 26,197 △9.9 1,328 △29.9 1,435 △28.4 972 △29.0

2019年3月期 29,066 2.0 1,895 6.8 2,004 7.0 1,370 7.3

（注）包括利益 2020年3月期　　957百万円 （△10.0％） 2019年3月期　　1,063百万円 （△37.3％）

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 ％ ％ ％

2020年3月期 224.91 ― 5.6 5.3 5.1

2019年3月期 317.31 ― 8.2 7.6 6.5

（参考） 持分法投資損益 2020年3月期 ―百万円 2019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

2020年3月期 26,520 17,509 66.0 4,048.75

2019年3月期 27,277 17,064 62.6 3,949.09

（参考） 自己資本 2020年3月期 17,509百万円 2019年3月期 17,064百万円

(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

2020年3月期 89 △27 △520 9,742

2019年3月期 2,172 △495 △476 10,211

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 ％ ％

2019年3月期 ― 0.00 ― 120.00 120.00 519 37.8 3.1

2020年3月期 ― 0.00 ― 120.00 120.00 519 53.4 3.0

2021年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

(注)1. 配当金総額には「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式に対する配当金(2019年３月期１百万円、2020年３月期０百万円)が含まれており

ます。

　　2. 2021年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定とさせていただきます。

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

　2021年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、記載しておりません。



※ 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 　：　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） 2020年3月期 5,000,000 株 2019年3月期 5,000,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期 675,296 株 2019年3月期 678,876 株

③ 期中平均株式数 2020年3月期 4,322,563 株 2019年3月期 4,318,049 株

(注)「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式を自己株式に含めて記載しております。

（参考）個別業績の概要

2020年3月期の個別業績（2019年4月1日～2020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 ％

2020年3月期 23,937 △7.9 1,153 △32.6 1,257 △31.0 839 △31.9

2019年3月期 26,000 3.9 1,710 10.9 1,821 10.3 1,232 11.1

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

2020年3月期 194.32 ―

2019年3月期 285.51 ―

(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

2020年3月期 25,595 16,924 66.1 3,913.47

2019年3月期 26,603 16,586 62.3 3,838.57

（参考） 自己資本 2020年3月期 16,924百万円 2019年3月期 16,586百万円

※ 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

・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３ページ「１．経営成績等の概況(４)今後の見通し」をご覧ください。

・決算説明資料は、当社ホームページに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における当社グループを取り巻く環境を概観しますと、米国経済は底堅く推移したものの、米中

貿易摩擦の長期化による中国経済の失速や英国のＥＵ離脱問題など減速傾向が継続しておりました。加えて当年度

終盤に発生した新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行の影響もあり、世界経済全体としては先行きの見通せ

ない極めて不透明な状況となっております。また、わが国経済は輸出や生産の弱さが続いていたものの、底堅い内

需に支えられ緩やかな回復傾向で推移しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大により経済活動の停滞が避

けられない状況となっております。

このような経済環境下で当社グループの国内販売は、自動車の出荷台数が前年を下回る環境であったものの、自

動車の次世代技術（ＣＡＳＥ）の導入等により、自動車・車載部品に関連する一部得意先への販売は好調を維持し

ました。しかし、半導体関連企業の設備投資の抑制やスマートフォンの需要落ち込みの影響を受け、半導体及び半

導体・液晶製造装置関連や電子部品に関連する得意先への販売が減少しました。また、当社グループの国外販売は、

人件費高騰を背景とした自動化・省人化のための設備投資が継続したものの、米中貿易摩擦の影響及びスマートフ

ォン市場全体の成長鈍化の影響により苦戦を強いられました。

以上の結果、売上高は261億97百万円(前年同期比9.9％減)、営業利益は13億28百万円(前年同期比29.9％減)、経

常利益は14億35百万円(前年同期比28.4％減)、親会社株主に帰属する当期純利益は９億72百万円(前年同期比29.0％

減)となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末比3.4ポイント増の66.0％となりました。

(流動資産)

流動資産は、前連結会計年度末比12億67百万円(5.7％)減の208億96百万円となりましたが、現金及び預金の減

少(９億69百万円)、受取手形及び売掛金の減少(２億16百万円)が主な要因となっております。

(固定資産)

固定資産は、前連結会計年度末比５億10百万円(10.0％)増の56億23百万円となりましたが、長期預金の増加(５

億円)が主な要因となっております。

(流動負債)

流動負債は、前連結会計年度末比12億８百万円(12.2％)減の86億90百万円となりましたが、支払手形及び買掛

金の増加(７億98百万円)と電子記録債務の減少(17億62百万円)が主な要因となっております。

(固定負債)

固定負債は、前連結会計年度末比５百万円(1.9％)増の３億20百万円であり、特記すべき事項はありません。

(純資産)

当連結会計年度末の純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上(９億72百万円)による増加と前期

決算の剰余金の配当(５億19百万円)による減少などにより、前連結会計年度末と比べ４億45百万円(2.6％)増の

175億９百万円となりました。

（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（以下、「資金」という）は、97億42百万円と前連結会計年度末

に比べ４億69百万円(4.6％)の減少となりました。

当連結会計年度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)

営業活動により得られた資金は、89百万円と前年同期に比べ20億83百万円(95.9％)の減少となりました。資

金の主な増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上(14億35百万円)や売上債権の減少(２億87百万円)であり、

資金の主な減少要因は、仕入債務の減少(９億54百万円)や法人税等の支払(５億31百万円)であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は、27百万円と前年同期に比べ４億68百万円(94.4％)の減少となりました。資

金の増加要因は、定期預金の払戻による収入(５億円)であり、資金の主な減少要因は、定期預金の預入による

支出(５億円)であります。
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(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用した資金は、５億20百万円と前年同期に比べ43百万円(9.1％)の増加となりました。資金

の主な減少要因は、配当金の支払額(５億19百万円)であります。

（４）今後の見通し

新型コロナウイルス感染拡大が続いており、国内外経済に大きく影響を及ぼしております。当社グループの事業

領域は国内外で多岐にわたり、現時点で業績予想の合理的な算定が困難であることから予想値の公表を見送ること

といたします。なお、状況が収束し業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表いたします。

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、当面日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。なお、国際会計基準の適用につきま

しては、国内外の趨勢を考慮の上、その体制及び時期について社内で検討しながら進め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
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,712,311 9,742,553

受取手形及び売掛金 8,516,655 8,299,944

電子記録債権 2,793,088 2,699,154

商品 97,401 109,877

その他 44,466 45,196

流動資産合計 22,163,924 20,896,725

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,074,489 1,078,142

減価償却累計額 △495,903 △517,745

建物及び構築物（純額） 578,585 560,396

工具、器具及び備品 120,966 124,720

減価償却累計額 △96,684 △106,285

工具、器具及び備品（純額） 24,281 18,435

土地 1,379,100 1,379,100

その他 6,685 6,669

減価償却累計額 △4,717 △3,382

その他（純額） 1,967 3,287

有形固定資産合計 1,983,935 1,961,220

無形固定資産 35,354 39,390

投資その他の資産

投資有価証券 1,728,788 1,757,414

長期預金 500,000 1,000,000

差入保証金 807,500 812,461

その他 58,261 53,426

投資その他の資産合計 3,094,550 3,623,302

固定資産合計 5,113,840 5,623,914

資産合計 27,277,765 26,520,639
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,120,866 3,919,729

電子記録債務 5,936,691 4,174,212

未払法人税等 338,374 257,676

未払消費税等 107,638 18,747

賞与引当金 151,948 147,347

役員賞与引当金 37,000 30,000

その他 206,179 142,819

流動負債合計 9,898,699 8,690,532

固定負債

繰延税金負債 280,273 292,436

役員退職慰労引当金 15,125 15,125

株式給付引当金 9,661 4,493

その他 9,507 8,410

固定負債合計 314,567 320,465

負債合計 10,213,266 9,010,998

純資産の部

株主資本

資本金 1,148,000 1,148,000

資本剰余金 1,097,245 1,097,245

利益剰余金 15,346,441 15,798,658

自己株式 △1,231,212 △1,223,879

株主資本合計 16,360,473 16,820,023

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 651,911 662,236

為替換算調整勘定 52,114 27,381

その他の包括利益累計額合計 704,025 689,617

純資産合計 17,064,498 17,509,641

負債純資産合計 27,277,765 26,520,639
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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４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 29,066,491 26,197,657

売上原価 24,782,089 22,495,097

売上総利益 4,284,401 3,702,559

販売費及び一般管理費 2,389,244 2,373,782

営業利益 1,895,157 1,328,777

営業外収益

受取利息 6,636 12,168

受取配当金 45,420 46,922

仕入割引 50,787 39,163

その他 12,844 14,862

営業外収益合計 115,688 113,118

営業外費用

支払利息 1,224 -

売上割引 2,212 2,358

為替差損 2,561 3,859

その他 371 367

営業外費用合計 6,369 6,585

経常利益 2,004,476 1,435,310

特別損失

投資有価証券評価損 - 290

固定資産廃棄損 294 -

固定資産売却損 564 -

特別損失合計 858 290

税金等調整前当期純利益 2,003,617 1,435,019

法人税、住民税及び事業税 633,741 454,932

法人税等調整額 △291 7,919

法人税等合計 633,450 462,851

当期純利益 1,370,167 972,168

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 1,370,167 972,168
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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 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当期純利益 1,370,167 972,168

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △264,922 10,324

為替換算調整勘定 △41,655 △24,732

その他の包括利益合計 △306,577 △14,407

包括利益 1,063,590 957,760

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,063,590 957,760

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４月１日 至 2019年３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 1,148,000 1,097,245 14,452,894 △1,239,428 15,458,711

当期変動額

剰余金の配当 △476,621 △476,621

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,370,167 1,370,167

自己株式の取得 - -

自己株式の処分 8,216 8,216

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 893,546 8,216 901,762

当期末残高 1,148,000 1,097,245 15,346,441 △1,231,212 16,360,473

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

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 916,833 93,769 1,010,603 16,469,314

当期変動額

剰余金の配当 △476,621

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,370,167

自己株式の取得 -

自己株式の処分 8,216

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△264,922 △41,655 △306,577 △306,577

当期変動額合計 △264,922 △41,655 △306,577 595,184

当期末残高 651,911 52,114 704,025 17,064,498
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当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

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 1,148,000 1,097,245 15,346,441 △1,231,212 16,360,473

当期変動額

剰余金の配当 △519,950 △519,950

親会社株主に帰属す

る当期純利益
972,168 972,168

自己株式の取得 △61 △61

自己株式の処分 7,394 7,394

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 452,217 7,333 459,550

当期末残高 1,148,000 1,097,245 15,798,658 △1,223,879 16,820,023

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

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 651,911 52,114 704,025 17,064,498

当期変動額

剰余金の配当 △519,950

親会社株主に帰属す

る当期純利益
972,168

自己株式の取得 △61

自己株式の処分 7,394

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

10,324 △24,732 △14,407 △14,407

当期変動額合計 10,324 △24,732 △14,407 445,142

当期末残高 662,236 27,381 689,617 17,509,641
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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４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020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 2,003,617 1,435,019

減価償却費 44,529 43,301

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,140 △4,601

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,000 △7,000

株式給付引当金の増減額（△は減少） △2,870 △5,168

受取利息及び受取配当金 △52,056 △59,091

支払利息 1,224 -

投資有価証券評価損益（△は益） - 290

固定資産売却損益（△は益） 564 -

売上債権の増減額（△は増加） △292,315 287,688

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,937 △12,829

仕入債務の増減額（△は減少） 1,005,375 △954,935

未払消費税等の増減額（△は減少） 41,998 △88,207

その他 38,623 △73,465

小計 2,830,770 561,000

利息及び配当金の受取額 50,506 59,863

利息の支払額 △1,224 -

法人税等の支払額 △707,270 △531,687

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,172,781 89,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,000,500 △500,000

定期預金の払戻による収入 500,500 500,500

有形固定資産の取得による支出 △5,378 △10,614

無形固定資産の取得による支出 △11,332 △3,745

投資有価証券の取得による支出 △12,860 △13,959

関係会社貸付金の回収による収入 33,500 -

その他 120 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △495,951 △27,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 - △62

配当金の支払額 △476,621 △519,950

財務活動によるキャッシュ・フロー △476,621 △520,012

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,953 △10,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,180,255 △469,258

現金及び現金同等物の期首残高 9,031,556 10,211,811

現金及び現金同等物の期末残高 10,211,811 9,742,553
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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)

(セグメント情報)

当社グループは、機械工具器具等の販売事業を営んでおり、これを単一の事業セグメントとしているため、セグ

メント情報の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 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり純資産額 3,949.09円 4,048.75円

１株当たり当期純利益 317.31円 224.91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．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算

定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定

上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

なお、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度

681,951株、当連結会計年度677,437株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末

株式数は、前連結会計年度678,876株、当連結会計年度675,296株であります。

３．１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。

前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,370,167 972,168

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(千円)

1,370,167 972,168

普通株式の期中平均株式数(株) 4,318,049 4,322,563

　

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

前連結会計年度末
(2019年３月31日)

当連結会計年度末
(2020年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 17,064,498 17,509,641

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 17,064,498 17,509,641

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

4,321,124 4,324,704

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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