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1. 令和3年2月期第1四半期の連結業績（令和2年3月1日～令和2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 ％

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

2年2月期第1四半期 12,184 △1.6 396 86.4 452 63.2 312 66.4

（注）包括利益 3年2月期第1四半期　　37百万円 （△87.2％） 2年2月期第1四半期　　295百万円 （79.1％）

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

3年2月期第1四半期 1.09 ―

2年2月期第1四半期 5.71 ―

(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 ％

3年2月期第1四半期 16,281 11,637 71.5

2年2月期 17,980 11,818 65.7

（参考）自己資本 3年2月期第1四半期 11,637百万円 2年2月期 11,818百万円

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

2年2月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

3年2月期 ―

3年2月期（予想） ― ― ― ―

(注) 令和３年２月期の配当予想につきましては、未定としております。

3. 令和 3年 2月期の連結業績予想（令和 2年 3月 1日～令和 3年 2月28日）

令和３年２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による影響を現段階において合理的に算定することが困難なことから未定としており
ます。業績予想の開示が可能となった段階で、速やかに公表いたします。



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

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

③ 期中平均株式数（四半期累計） 3年2月期1Q 54,761,330 株 2年2月期1Q 54,761,410 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２年３月１日～令和２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り、輸出および生産活動等に甚大な影響を及ぼし、企業収益も急速に悪化す

る大変厳しい状況で推移しました。

このような状況のもと、当社グループは「中期経営計画 Achieve2020」の最終年度として、「地域密着」「専

門力」「対面営業」を軸とした重点施策を着実に実行する予定でおりましたが、新型コロナウイルスの感染防止

対策によるセールスの訪問自粛や展示会・セミナー開催の中止等により、十分な営業活動を行うには至りません

でした。また、海外展開につきましてもタイ・ベトナム・中国の各拠点において十分な営業活動を行えない厳し

い状況となりました。

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97億43百万円（前年同期比20.0％減）、営業利益は

62百万円（同84.3％減）、経常利益は95百万円（同78.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は59百万円

（同80.8％減）と大幅な減収減益になりました。

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 4,786 △18.9

計 測 863 △30.1

産業機器・工作機械等 4,093 △18.8

合計 9,743 △20.0

(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、162億81百万円と前連結会計年度から16億98百万円減少しました。これは、たな卸資産が２億９百万

円増加したものの、受取手形及び売掛金が19億27百万円減少したことが主な要因です。

② 負債

負債は、46億44百万円と前連結会計年度から15億17百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金が12

億15百万円、短期借入金が２億71百万円減少したことが主な要因です。

③ 純資産

純資産は、116億37百万円と前連結会計年度から１億81百万円減少しました。これは、親会社株主に帰属する

四半期純利益59百万円の計上により利益剰余金が増加したものの、配当金の支払いにより利益剰余金が２億19

百万円減少したことが主な要因です。

なお、自己資本比率は71.5％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

新型コロナウイルスの影響を受け、海外のみならず国内外の経済に大きな影響を及ぼしております。そのため、

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。

今後の見通しに関しましては、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。
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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２年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(令和２年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 196 205

受取手形及び売掛金 9,654 7,726

電子記録債権 1,304 1,320

たな卸資産 3,997 4,206

その他 288 255

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 15,440 13,714

固定資産

有形固定資産 230 215

無形固定資産 349 386

投資その他の資産

退職給付に係る資産 199 196

差入保証金 1,391 1,401

その他 381 380

貸倒引当金 △12 △12

投資その他の資産合計 1,959 1,965

固定資産合計 2,539 2,567

資産合計 17,980 16,281

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,798 2,583

短期借入金 1,514 1,243

未払法人税等 104 72

賞与引当金 197 254

その他 409 351

流動負債合計 6,025 4,505

固定負債

役員退職慰労引当金 71 74

退職給付に係る負債 0 0

その他 63 64

固定負債合計 135 139

負債合計 6,161 4,644

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 7,107 6,948

自己株式 △10 △10

株主資本合計 11,673 11,514

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 53 38

為替換算調整勘定 11 7

退職給付に係る調整累計額 80 76

その他の包括利益累計額合計 145 122

純資産合計 11,818 11,637

負債純資産合計 17,980 16,281
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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 平成31年３月１日
　至 令和元年５月31日)

当第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)

売上高 12,184 9,743

売上原価 10,650 8,654

売上総利益 1,533 1,089

販売費及び一般管理費 1,137 1,026

営業利益 396 62

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 2 1

持分法による投資利益 4 －

仕入割引 170 143

その他 0 1

営業外収益合計 181 149

営業外費用

支払利息 1 1

売上割引 122 109

持分法による投資損失 － 3

その他 1 1

営業外費用合計 125 115

経常利益 452 95

税金等調整前四半期純利益 452 95

法人税、住民税及び事業税 126 60

法人税等調整額 13 △24

法人税等合計 139 36

四半期純利益 312 59

親会社株主に帰属する四半期純利益 312 59
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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 平成31年３月１日
　至 令和元年５月31日)

当第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)

四半期純利益 312 59

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10 △15

為替換算調整勘定 △0 △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 △2

その他の包括利益合計 △17 △22

四半期包括利益 295 37

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 295 37

決算短信（宝印刷） 2020年06月25日 11時28分 5ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社ＮａＩＴＯ(7624) 令和３年２月期 第１四半期決算短信

6

（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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