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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年６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３月期第１四半期 3,199 △47.5 △291 － △287 － △326 －

2020年３月期第１四半期 6,090 △7.4 501 △20.3 558 △10.1 329 △7.3
(注) 包括利益 2021年３月期

第１四半期
△401百万円( －％) 2020年３月期

第１四半期
391百万円( 93.9％)

　

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３月期第１四半期 △49.86 －

2020年３月期第１四半期 50.28 －
　

　

（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３月期第１四半期 33,727 20,573 49.9

2020年３月期 34,637 21,134 50.2
(参考) 自己資本 2021年３月期

第１四半期
16,840百万円 2020年３月期 17,380百万円

　
　
　

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３月期 － 25.00 － 25.00 50.00

2021年３月期 －

2021年３月期(予想) 0.00 － 10.00 10.00
(注1)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３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３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) 6,800 △47.2 △850 － △750 － △750 － △114.43

通期 14,000 △44.9 △1,600 － △1,400 － △1,400 － △213.61
(注1)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 　－ 、除外 －社（社名） 　－
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

(注)詳細は、添付資料Ｐ.７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事
項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（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３月期１Ｑ 6,578,122株 2020年３月期 6,578,122株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 24,502株 2020年３月期 24,478株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 6,553,631株 2020年３月期１Ｑ 6,554,271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２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（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におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、景気は大幅に下押

しされ、輸出をはじめ、生産、設備投資ともに概ね弱含みで推移し、企業の業況判断は製造業を中心に悪化いたし

ました。今後におきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の収束状況に留意する必要があります。

このような状況のなか、(社)日本工作機械工業会の2020年１月～３月における受注総額は2,354億円となり、前年

同期比35.6％減となりました。内需958億円（前年同期比32.7％減）、外需1,396億円（前年同期比37.5％減）とな

り、外需比率59.3％となっております。

当社グループにおきましては、日本をはじめ、アメリカ、アジアにおいて需要が減少したことにより当第１四半

期連結累計期間の売上高は3,199百万円となり、前年同累計期間に比べ47.5％減となりました。利益につきまして

は、売上高の減少により営業損失は291百万円（前年同累計期間は営業利益501百万円）、経常損失は287百万円（前

年同累計期間は経常利益558百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は326百万円（前年同累計期間は親会社

株主に帰属する四半期純利益329百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ909百万円減少し、33,727百万円となり

ました。この減少は、有価証券699百万円、たな卸資産798百万円の増加もありましたが、現金及び預金、売上債権

がそれぞれ505百万円、1,896百万円減少したことによるものであります。

また、負債は前連結会計年度末に比べ347百万円減少し、13,154百万円となりました。この減少は、短期借入金

483百万円、長期借入金179百万円の増加もありましたが、仕入債務、その他の流動負債がそれぞれ644百万円、363

百万円減少したことによるものであります。純資産は、前連結会計年度末に比べ561百万円減少し、20,573百万円と

なりました。この減少は、利益剰余金、為替換算調整勘定がそれぞれ487百万円、67百万円減少したことによるもの

であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、2020年５月15日付「2020年３月期決算短信[日本基準]（連結）」

にて公表いたしました連結業績予想から変更はございません。
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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：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,960,358 7,455,031

受取手形及び売掛金 6,063,705 4,014,008

電子記録債権 565,575 718,404

有価証券 700,082 1,400,000

商品及び製品 3,770,244 4,254,509

仕掛品 2,223,832 2,437,613

原材料及び貯蔵品 3,780,366 3,881,022

その他 800,474 827,163

貸倒引当金 △107,873 △92,137

流動資産合計 25,756,767 24,895,616

固定資産

有形固定資産

土地 3,406,539 3,388,376

その他（純額） 4,732,847 4,720,324

有形固定資産合計 8,139,387 8,108,700

無形固定資産 29,816 26,635

投資その他の資産

投資その他の資産 714,848 700,463

貸倒引当金 △3,614 △3,614

投資その他の資産合計 711,234 696,848

固定資産合計 8,880,437 8,832,185

資産合計 34,637,205 33,727,801
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,513,273 3,212,354

電子記録債務 1,604,615 1,261,146

短期借入金 2,881,406 3,365,048

未払法人税等 82,716 68,188

賞与引当金 145,141 230,486

役員賞与引当金 30,550 －

製品保証引当金 167,926 161,834

その他 1,614,314 1,250,639

流動負債合計 10,039,944 9,549,699

固定負債

長期借入金 2,239,752 2,419,232

退職給付に係る負債 779,251 756,316

資産除去債務 23,320 23,333

その他 420,191 406,168

固定負債合計 3,462,515 3,605,050

負債合計 13,502,459 13,154,750

純資産の部

株主資本

資本金 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,568,351 1,568,351

利益剰余金 13,405,047 12,917,686

自己株式 △43,727 △43,751

株主資本合計 17,248,695 16,761,310

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 56,187 58,415

為替換算調整勘定 142,623 75,433

退職給付に係る調整累計額 △66,837 △54,369

その他の包括利益累計額合計 131,973 79,479

非支配株主持分 3,754,076 3,732,260

純資産合計 21,134,745 20,573,051

負債純資産合計 34,637,205 33,727,801
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 6,090,678 3,199,306

売上原価 4,170,427 2,404,180

売上総利益 1,920,250 795,125

販売費及び一般管理費 1,419,137 1,086,741

営業利益又は営業損失（△） 501,113 △291,615

営業外収益

受取利息 4,294 3,147

受取配当金 4,304 2,978

為替差益 45,703 3,721

その他 16,188 8,523

営業外収益合計 70,491 18,371

営業外費用

支払利息 9,034 9,837

その他 4,139 4,844

営業外費用合計 13,174 14,682

経常利益又は経常損失（△） 558,430 △287,927

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

558,430 △287,927

法人税等 146,286 20,125

四半期純利益又は四半期純損失（△） 412,143 △308,052

非支配株主に帰属する四半期純利益 82,621 18,717

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

329,521 △326,770
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 412,143 △308,052

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △17,970 2,227

為替換算調整勘定 △5,472 △117,345

退職給付に係る調整額 2,455 22,090

その他の包括利益合計 △20,988 △93,027

四半期包括利益 391,154 △401,080

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 306,712 △379,263

非支配株主に係る四半期包括利益 84,442 △21,816
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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）

　当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

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）

当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

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）

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税

金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっておりま

す。なお、一部の連結子会社においては、原則的な方法によっております。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の影響については、前連結会計年度末時点の仮定に重要な変更を行っておりませ

ん。当社においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、設備投資の需要減少が見込まれ、受注の減少

または受注済案件の納期延長に伴う売上の減少等を見込んでおります。当該状況は2021年３月期の一定期間に

わたり継続すると仮定し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計上の見積りを実施しております。
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