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(百万円未満切捨て)
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 9,046 △9.5 213 △52.8 236 △56.0 158 △61.1

2019年３月期 9,998 1.1 452 △11.5 538 △5.8 407 △1.5

(注) 包括利益 2020年３月期 △178 百万円 ( ―％) 2019年３月期 147 百万円 (△77.8％)
　

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 53.31 ― 2.2 1.4 2.4

2019年３月期 137.00 ― 5.5 3.2 4.5

(参考) 持分法投資損益 2020年３月期 17百万円 2019年３月期 10百万円
　

（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 17,072 7,215 42.3 2,427.68

2019年３月期 17,163 7,498 43.7 2,522.53

(参考) 自己資本 　2020年３月期 7,215百万円 　2019年３月期 7,498百万円
　

（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 579 △1,071 69 1,258

2019年３月期 1,026 △1,219 △142 1,686

　

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 ― 35.00 35.00 104 25.5 1.4

　2020年３月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 44 28.1 0.6

　2021年３月期(予想) ― ― ― ― ― ―

（注1）2020年３月期における１株当たり期末配当金については、30円から15円に変更しております。詳細については、
　 本日(2020年５月12日)公表いたしました「業績予想と実績との差異及び剰余金の配当に関するお知らせ」を
　 ご覧ください。
（注2）2021年３月期の配当につきましては、現時点で未定としております。配当予想額の開示が可能となった段階で
　 すみやかに公表いたします。

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、新型コロナウイルス感染症による影響を現段階において合理的に算出

することが困難であることから未定としております。今後、業績予想の開示が可能となった段階ですみやかに公表いた

します。
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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 ： 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 2,992,999 株 2019年３月期 2,992,999 株

② 期末自己株式数 2020年３月期 20,725 株 2019年３月期 20,466 株

③ 期中平均株式数 2020年３月期 2,972,312 株 2019年３月期 2,972,620 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．2020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 8,516 △9.8 86 △73.5 88 △77.9 79 △73.9

2019年３月期 9,443 △0.9 327 △26.6 399 △21.3 304 △18.6
　

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

2020年３月期 26.67 ―

2019年３月期 102.27 ―

　

（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 16,560 6,803 41.1 2,288.91

2019年３月期 16,677 7,098 42.6 2,387.86

(参考) 自己資本 2020年３月期 6,803百万円 2019年３月期 7,098百万円

　

※ 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

　2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響を現段階において合理的に算

出することが困難であることから未定としております。今後、業績予想の開示が可能となった段階ですみやかに公表

いたします。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、長期化した米中間の貿易摩擦等の影響による外需の低迷により生産や輸

出が弱含みで推移し、年度終盤にかけては新型コロナウイルス感染症の世界的流行により大幅に下押しされており、

先行きは極めて不透明な状況にあります。

　当社グループにおきましては、切削工具ではソリッドボールエンドミル「ハード１ボール」や「５軸加工用工具

シリーズ」として高精度刃先交換式バレル工具「ミラーバレル」及びソリッドモジュラーヘッド「チューリップＳ

ヘッド」をはじめとする22種類の新製品を発売するなど販売の拡大に努めました。また国内ではMECT2019、国外で

はEMO Hannover 2019等の展示会に出展し、新製品の市場への浸透を図るとともにお客様の加工改善につながる高能

率、高生産性の工具を提案してまいりました。

　耐摩耗工具では、MF-TOKYO2019に初出展する等、当社が注力しておりますレアメタル不使用の硬質金型新材料

「サーメタル・CT500シリーズ」の新規業界での採用や用途開発に積極的に取り組むとともに、成形金型の新規開拓

にも取り組んでまいりました。

連結売上高は、前年同期比9.5％減の9,046百万円となりました。このうち国内販売は前年同期比8.2％減の5,240

百万円となり、輸出は同11.3％減の3,806百万円となりました。輸出の地域別では、北米向けが前年同期比1.6％減

の861百万円、欧州向けが同13.6％減の1,018百万円、アジア向けが同13.1％減の1,874百万円、その他地域向けが同

31.6％減の52百万円となり、この結果、連結売上高に占める輸出の割合は、前年同期に比べ0.8ポイント低下し42.1

％となりました。

製品別では、焼肌チップが前年同期比26.6％減の880百万円、切削工具が同5.1％減の6,920百万円、耐摩耗工具が

同16.0％減の1,232百万円となりました。

収益面では、売上高が大幅に減少したこと等により、連結営業利益は前年同期比52.8％減の213百万円となり、経

常利益は同56.0％減の236百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同61.1％減の158百万円となりました。

　

（２）当期の財政状態の概況

(資産)

資産は前連結会計年度末に比べ91百万円減少し17,072百万円となりました。このうち流動資産は516百万円の減

少、固定資産は424百万円の増加となりました。

流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が428百万円、未収消費税等が138百万円それぞれ減少したことであ

ります。

固定資産のうち、有形固定資産は747百万円増加しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上による減少973

百万円、設備投資の実施による増加1,808百万円であります。投資その他の資産は349百万円減少しました。変動の

主な要因は、保有株式の売却や株価の下落等を受け、投資有価証券が408百万円減少したことであります。

　

(負債)

負債は前連結会計年度末に比べ190百万円増加し、9,856百万円となりました。このうち流動負債は252百万円の減

少、固定負債は442百万円の増加となりました。

流動負債の変動の主な要因は、短期借入金が386百万円増加し、支払手形及び買掛金が196百万円、電子記録債務

が367百万円それぞれ減少したことであります。

固定負債の変動の主な要因は、リース債務が593百万円増加し、長期借入金が104百万円、退職給付にかかる負債

が45百万円それぞれ減少したことであります。

　

(純資産)

純資産は前連結会計年度末に比べ282百万円減少し7,215百万円となりました。このうち株主資本は、親会社株主

に帰属する当期純利益が158百万円であったこと等により54百万円増加し7,135百万円となりました。また、株式の

時価評価等によりその他の包括利益累計額は336百万円減少し80百万円となりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

営業活動により獲得した資金は579百万円であります。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益247百万

円、減価償却費996百万円であり、資金流出の主な要因は、たな卸資産の増加118百万円、仕入債務の減少548百万円

であります。

投資活動により流出した資金は1,071百万円であります。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,113百万

円であります。

財務活動により流入した資金は69百万円であります。主な要因は、短期借入による収入400百万円、長期借入金の

返済による支出117百万円、配当金の支払い103百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出108百万円であ

ります。

以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末と比べ、428百万円減少し1,258百

万円となりました。

（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症の世界的流行を受けて緊急事態宣言が発令されるな

か、大規模展示会の中止や通常営業活動の停止、事業活動の自粛要請等が見込まれますが、テレワークをはじめ、

オフィシャルサイトや各種メディア、および当社販売店網を通じた新製品情報の発信等により販売活動を行うとと

もに、時差出勤や交代勤務などにより生産活動も可能な限り継続し、多くのお客様の生産性向上のニーズにお応え

すべく、引き続き事業活動を行ってまいります。

　2021年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響を現時点において合理的に算出

することが困難であることから未定としております。

なお、次期の為替レートは１米ドル105円、１ユーロ115円を想定しております。

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。

　なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、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
(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 1,686,474 1,258,287

受取手形及び売掛金 2,110,546 2,061,734

たな卸資産 4,364,006 4,466,606

未収消費税等 168,580 29,942

その他 171,484 160,739

貸倒引当金 △16,705 △9,546

流動資産合計 8,484,386 7,967,764

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,643,515 4,736,112

減価償却累計額 △2,919,859 △3,037,503

建物及び構築物（純額） 1,723,656 1,698,609

機械装置及び運搬具 11,705,354 11,924,589

減価償却累計額 △8,747,583 △8,941,234

機械装置及び運搬具（純額） 2,957,770 2,983,355

土地 975,530 975,530

リース資産 597,572 1,324,828

減価償却累計額 △28,837 △137,337

リース資産（純額） 568,735 1,187,491

建設仮勘定 81,276 208,175

その他 1,411,682 1,495,726

減価償却累計額 △1,191,848 △1,274,826

その他（純額） 219,834 220,900

有形固定資産合計 6,526,802 7,274,063

無形固定資産

その他 78,724 105,733

無形固定資産合計 78,724 105,733

投資その他の資産

投資有価証券 1,318,613 910,524

関係会社出資金 220,558 231,966

保険積立金 351,362 320,788

繰延税金資産 150,995 222,611

その他 60,052 66,205

貸倒引当金 △27,600 △27,600

投資その他の資産合計 2,073,983 1,724,496

固定資産合計 8,679,510 9,104,293

資産合計 17,163,896 17,072,057
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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 626,960 430,253

電子記録債務 941,326 574,071

短期借入金 1,793,486 2,180,076

未払法人税等 27,546 29,297

賞与引当金 179,091 177,228

その他 1,146,337 1,071,695

流動負債合計 4,714,748 4,462,623

固定負債

長期借入金 2,864,159 2,759,859

リース債務 547,852 1,141,064

資産除去債務 17,560 17,560

退職給付に係る負債 1,153,346 1,107,765

その他 367,918 367,439

固定負債合計 4,950,836 5,393,689

負債合計 9,665,584 9,856,312

純資産の部

株主資本

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 1,703,329 1,703,329

利益剰余金 2,324,579 2,378,981

自己株式 △45,582 △45,980

株主資本合計 7,081,520 7,135,524

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 389,950 120,372

為替換算調整勘定 48,543 24,485

退職給付に係る調整累計額 △21,702 △64,637

その他の包括利益累計額合計 416,791 80,220

純資産合計 7,498,312 7,215,744

負債純資産合計 17,163,896 17,072,057
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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 9,998,993 9,046,377

売上原価 6,835,733 6,204,772

売上総利益 3,163,259 2,841,604

販売費及び一般管理費 2,710,484 2,628,010

営業利益 452,775 213,594

営業外収益

受取利息 90 644

受取配当金 31,130 33,046

持分法による投資利益 10,459 17,215

助成金収入 5,022 3,753

補助金収入 77,479 10,998

受取賃貸料 10,078 9,221

その他 35,083 34,074

営業外収益合計 169,344 108,953

営業外費用

支払利息 39,360 60,406

支払手数料 1,519 1,507

為替差損 29,723 20,989

寄付金 12,820 1,420

その他 325 1,351

営業外費用合計 83,750 85,675

経常利益 538,368 236,872

特別利益

固定資産売却益 1,877 890

投資有価証券売却益 460 29,085

特別利益合計 2,337 29,976

特別損失

固定資産除売却損 20,396 13,246

投資有価証券売却損 - 6,243

減損損失 28,340 -

特別損失合計 48,736 19,490

税金等調整前当期純利益 491,969 247,357

法人税、住民税及び事業税 87,393 55,106

法人税等調整額 △2,662 33,810

法人税等合計 84,730 88,916

当期純利益 407,238 158,441

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 407,238 158,441
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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 407,238 158,441

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △266,037 △269,578

為替換算調整勘定 15,405 △18,251

退職給付に係る調整額 8,371 △42,934

持分法適用会社に対する持分相当額 △17,096 △5,807

その他の包括利益合計 △259,356 △336,571

包括利益 147,881 △178,130

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 147,881 △178,130

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 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

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 3,099,194 1,703,329 2,006,523 △45,119 6,763,927 655,987 50,234 △30,073 676,148 7,440,076

当期変動額

剰余金の配当 △89,183 △89,183 △89,183

親会社株主に帰属す

る当期純利益
407,238 407,238 407,238

自己株式の取得 △462 △462 △462

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△266,037 △1,691 8,371 △259,356 △259,356

当期変動額合計 - - 318,055 △462 317,592 △266,037 △1,691 8,371 △259,356 58,235

当期末残高 3,099,194 1,703,329 2,324,579 △45,582 7,081,520 389,950 48,543 △21,702 416,791 7,498,312

　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 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

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 3,099,194 1,703,329 2,324,579 △45,582 7,081,520 389,950 48,543 △21,702 416,791 7,498,312

当期変動額

剰余金の配当 △104,038 △104,038 △104,038

親会社株主に帰属す

る当期純利益
158,441 158,441 158,441

自己株式の取得 △397 △397 △397

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△269,578 △24,058 △42,934 △336,571 △336,571

当期変動額合計 - - 54,402 △397 54,004 △269,578 △24,058 △42,934 △336,571 △282,567

当期末残高 3,099,194 1,703,329 2,378,981 △45,980 7,135,524 120,372 24,485 △64,637 80,220 7,215,744
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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 491,969 247,357

減価償却費 845,504 996,079

減損損失 28,340 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △63,807 △88,515

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,136 △7,159

受取利息及び受取配当金 △31,221 △33,690

支払利息 39,360 60,406

為替差損益（△は益） 270 772

持分法による投資損益（△は益） △10,459 △17,215

固定資産売却損益（△は益） △1,877 △890

固定資産除売却損益（△は益） 20,396 13,246

投資有価証券売却損益（△は益） △460 △22,841

売上債権の増減額（△は増加） 282,883 36,655

たな卸資産の増減額（△は増加） △275,863 △118,829

仕入債務の増減額（△は減少） 226,599 △548,840

未収消費税等の増減額（△は増加） △192,751 138,637

その他の流動資産の増減額（△は増加） △72,809 71,093

その他の流動負債の増減額（△は減少） △43,492 △60,742

小計 1,248,717 665,523

利息及び配当金の受取額 26,395 28,578

利息の支払額 △38,789 △60,253

法人税等の還付額 - 38,107

法人税等の支払額 △210,099 △92,307

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,026,224 579,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △4,530 △4,584

投資有価証券の売却による収入 840 60,315

有形固定資産の取得による支出 △1,216,254 △1,113,943

有形固定資産の売却による収入 59,902 2,089

無形固定資産の取得による支出 △48,644 △46,860

保険積立金の積立による支出 △13,990 △13,965

保険積立金の解約による収入 24 44,539

投資その他の資産の増減額（△は増加） 3,397 826

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,219,254 △1,071,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 600,000 1,200,000

短期借入金の返済による支出 △600,000 △800,000

長期借入れによる収入 1,650,000 1,650,000

長期借入金の返済による支出 △1,668,640 △1,767,710

自己株式の取得による支出 △6,694 △876

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △28,723 △108,146

配当金の支払額 △88,866 △103,554

財務活動によるキャッシュ・フロー △142,924 69,712

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,016 △5,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △339,970 △428,186

現金及び現金同等物の期首残高 2,026,444 1,686,474

現金及び現金同等物の期末残高 1,686,474 1,258,287
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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】

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

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社及び連結子会社の事業は、主として超硬合金・工具の製造及び製品等の販売を営んでいるものであり、報告

セグメントとしては当該事業のみを対象とし単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(2018年４月１日～2019年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

焼肌チップ 切削工具 耐摩耗工具 その他 合計

外部顧客への売上高 1,199,453 7,294,483 1,466,308 38,749 9,998,993

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 北米 欧州 アジア その他 合計

5,710,387 875,017 1,178,905 2,158,206 76,475 9,998,993

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書上の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。
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当連結会計年度(2019年４月１日～2020年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

焼肌チップ 切削工具 耐摩耗工具 その他 合計

外部顧客への売上高 880,637 6,920,753 1,232,299 12,688 9,046,377

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 北米 欧州 アジア その他 合計

5,240,241 861,305 1,018,104 1,874,411 52,313 9,046,377

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書上の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

【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】

単一セグメントであるため記載を省略しております。

【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)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

項目
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

(1) １株当たり純資産額(円) 2,522.53 2,427.68

(算定上の基礎)

純資産の部の合計額(千円) 7,498,312 7,215,744

普通株式に係る純資産額(千円) 7,498,312 7,215,744

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 2,992,999 2,992,999

普通株式の自己株式数(株) 20,466 20,725

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

2,972,533 2,972,274

項目
前連結会計年度

(2018年４月１日～
　2019年３月31日)

当連結会計年度
(2019年４月１日～
　2020年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益(円) 137.00 53.31

(算定上の基礎)

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)

407,238 158,441

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

407,238 158,441

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(株) 2,972,620 2,972,312

(注) １．前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後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。

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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４．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

製品区分

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

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 1,240,427 13.0 937,867 10.0 △302,560 △24.4

切削工具 6,948,085 72.8 7,284,228 77.8 336,143 4.8

耐摩耗工具 1,345,765 14.1 1,140,028 12.2 △205,737 △15.3

その他 6,654 0.1 1,505 0.0 △5,149 △77.4

合計 9,540,931 100.0 9,363,628 100.0 △177,303 △1.9

　 (注) １ 金額は販売価格で表示しております。

　 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

② 受注実績

製品区分

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

比較増減

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 1,211,851 114,958 830,425 64,746 △381,426 △50,212

切削工具 7,575,661 980,078 6,455,744 515,069 △1,119,917 △465,009

耐摩耗工具 1,468,231 256,168 1,141,199 165,068 △327,032 △91,100

その他 36,167 3,781 11,522 2,615 △24,645 △1,166

合計 10,291,910 1,354,985 8,438,890 747,498 △1,853,020 △607,487

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

③ 販売実績

製品区分

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

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 1,199,453 12.0 880,637 9.7 △318,816 △26.6

切削工具 7,294,483 73.0 6,920,753 76.6 △373,730 △5.1

耐摩耗工具 1,466,308 14.6 1,232,299 13.6 △234,009 △16.0

その他 38,749 0.4 12,688 0.1 △26,061 △67.3

合計 9,998,993 100.0 9,046,377 100.0 △952,616 △9.5

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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