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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 4,862 △15.9 △28 － △64 － △57 － 

2020年３月期第１四半期 5,778 △7.2 163 △34.8 163 △27.3 95 △24.2 
 
(注) 包括利益 2021年３月期第１四半期 △103 百万円( －％) 2020年３月期第１四半期 125 百万円 ( 64.4％) 

  

 
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 △8.37 － 

2020年３月期第１四半期 13.92 － 

  
（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 14,703 5,382 36.4 

2020年３月期 15,489 5,555 35.6 
 
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 5,351 百万円 2020年３月期 5,519 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 － 11.00 － 10.00 21.00 

2021年３月期 －         

2021年３月期(予想)   － － － － 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 

        2021年３月期の配当につきましては、現時点では未定です。 

 

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） 

 当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。 

https://www.cominix.jp


 

 

 
※ 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）   

（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) 2021年３月期１Ｑ 6,868,840株 2020年３月期 6,868,840株 

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 335株 2020年３月期 335株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 6,868,505株 2020年３月期１Ｑ 6,868,505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 

 （将来に関する記述等についてのご注意） 

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、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「（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（2020年４月１日～2020年６月30日）における我が国経済は、新型コロナウイルス感染

症の拡大防止に向けた経済活動の自粛等の影響で急速に景気が悪化し、先行き不透明な状況となりました。また、世

界経済においても、各国で渡航規制等の厳格な措置が取られており、経済活動の大幅に縮小を余儀なくされており、

その状況は今なお継続しております。 

 当社はこのような厳しい経営環境に対応すべく、企業活動が制限された状況下でＷＥＢ会議システム等の積極的な

活用により営業活動の維持・向上に努めました。また、テレワークの活用や各種固定費の削減等により、新型コロナ

ウイルス感染症流行下における経営の効率化に取り組みました。一方で、成長領域である新規事業の創出やＭ＆Ａ等

を活用した事業基盤の強化・拡大施策を推進しましたが、厳しい事業環境を背景に業績は低調に推移しました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は4,862,220千円（前年同四半期比15.9％減）、営業損失は

28,418千円（前年同四半期は営業利益163,156千円）、経常損失は64,800千円（前年同四半期は経常利益163,618千

円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は57,488千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益95,629

千円）となりました。 

 

        セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

 

切削工具事業 

切削工具事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の流行下の状況においてもＷＥＢ会議システム等の積

極的な活用により営業活動の維持・向上に努めましたが、自動車業界を中心とした市場環境の低迷に伴う販売減を

補完するに至らず売上高及びセグメント利益は低調に推移いたしました。 

この結果、売上高は3,035,965千円（前年同四半期比18.9％減）、セグメント損失は60,270千円（前年同四半期

は109,138千円のセグメント利益）となりました。 

 

耐摩工具事業 

耐摩工具事業につきましては、主要販売先の製缶業界において、新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自

粛に伴うアルコール飲料用のアルミ缶等の生産需要が増加し、当社の受注も堅調に推移いたしました。その他、製

袋・電池・破砕刃等の業界へも積極的に展開した結果、売上高及びセグメント利益は堅調に推移しました。 

この結果、売上高は631,178千円（前年同四半期比0.6％増）、セグメント利益は63,889千円（前年同四半期比

26.7％増）となりました。 

 

海外事業 

海外事業につきましては、当社が進出している世界各国で新型コロナウイルスによる多大な影響を受けたことを

主因として売上高及びセグメント利益は低調に推移いたしました。  

この結果、売上高は946,140千円（前年同四半期比18.3％減）、セグメント損失は45,704千円（前年同四半期は

216千円のセグメント損失）となりました。 

 

光製品事業 

光製品事業につきましては、新規商材の拡販等を推進しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、一

部案件の進捗・納品の遅延や開発案件の延期等が発生したことを主因として売上高及びセグメント利益は低調に推

移しました。 

この結果、売上高は248,936千円（前年同四半期比0.6％減）、セグメント利益は6,888千円（前年同四半期比

20.1％減）となりました。 
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（２）財政状態に関する説明 

（総資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて818,839千円減少し、11,642,272千円となりました。これは主に、売上高

が低調に推移したことに伴い受取手形及び売掛金が824,542千円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて32,741千円増加し、3,061,019千円となりました。これは主に、投資その

他の資産のその他が57,768千円増加した一方で、減価償却等により無形固定資産のその他が11,752千円、有形固定資

産の建物及び構築物（純額）が5,131千円減少、のれんの償却によりのれんが5,570千円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて786,098千円減少し、14,703,291千円となりました。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて772,376千円減少し、6,914,742千円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金が709,054千円、賞与引当金が81,518千円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて158,522千円増加し、2,405,551千円となりました。これは主に、長期借入

金が205,190千円増加したことなどによります。 

この結果、負債は、前連結会計年度末に比べて613,854千円減少し、9,320,294千円となりました。 

 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて172,244千円減少し、5,382,997千円となりました。これは、利益剰余金が

126,173千円（親会社株主に帰属する四半期純損失による減少57,488千円、剰余金の配当による減少68,685千円）、

為替換算調整勘定が52,025千円減少したことなどによります。 

 

（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月期第２四半期及び通期業績予想の数値については、現時点では新型コロナウイルス感染症の影響等により先

行が不透明につき、適正かつ合理的な算定が困難なことから、引き続き未定とさせていただきます。 

 今後、新型コロナウイルス感染症の動向に注視しつつ、業績予想の算定が可能となった時点で改めて公表いたします。 

 また、上記の通り2021年３月期の業績予想を未定とすることから、当期配当予想につきましても未定とし、2021年３月

期の業績予想の算定が可能となった時点で改めて公表いたします。 
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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：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 2,183,318 2,251,010 

  受取手形及び売掛金 4,852,463 4,027,921 

  商品 5,065,279 4,974,328 

  その他 400,432 423,156 

  貸倒引当金 △40,381 △34,144 

  流動資産合計 12,461,112 11,642,272 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 344,973 339,841 

   土地 959,104 959,104 

   その他（純額） 136,990 134,475 

   有形固定資産合計 1,441,067 1,433,422 

  無形固定資産   

   のれん 111,413 105,842 

   その他 234,476 222,724 

   無形固定資産合計 345,890 328,567 

  投資その他の資産   

   その他 1,255,926 1,313,694 

   貸倒引当金 △14,607 △14,665 

   投資その他の資産合計 1,241,319 1,299,029 

  固定資産合計 3,028,277 3,061,019 

 資産合計 15,489,390 14,703,291 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 4,512,546 3,803,491 

  短期借入金 1,908,676 1,967,467 

  1年内返済予定の長期借入金 665,208 607,840 

  未払法人税等 48,925 27,625 

  賞与引当金 165,560 84,041 

  役員賞与引当金 7,700 12,196 

  その他 378,503 412,080 

  流動負債合計 7,687,119 6,914,742 

 固定負債   

  長期借入金 1,661,491 1,866,681 

  役員退職慰労引当金 233,462 203,403 

  退職給付に係る負債 311,184 298,994 

  その他 40,890 36,472 

  固定負債合計 2,247,028 2,405,551 

 負債合計 9,934,148 9,320,294 
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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) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 350,198 350,198 

  資本剰余金 330,198 330,198 

  利益剰余金 4,845,931 4,719,758 

  自己株式 △219 △219 

  株主資本合計 5,526,108 5,399,935 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △13,887 △3,173 

  為替換算調整勘定 7,035 △44,989 

  その他の包括利益累計額合計 △6,851 △48,163 

 非支配株主持分 35,984 31,225 

 純資産合計 5,555,241 5,382,997 

負債純資産合計 15,489,390 14,703,291 
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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 5,778,416 4,862,220 

売上原価 4,547,552 3,861,430 

売上総利益 1,230,864 1,000,790 

販売費及び一般管理費 1,067,707 1,029,209 

営業利益又は営業損失（△） 163,156 △28,418 

営業外収益   

 受取利息 541 580 

 受取配当金 1,044 871 

 仕入割引 8,146 6,745 

 補助金収入 11,920 9,360 

 その他 7,295 8,866 

 営業外収益合計 28,948 26,423 

営業外費用   

 支払利息 7,149 9,315 

 売上割引 11,068 9,853 

 為替差損 4,659 40,000 

 その他 5,608 3,635 

 営業外費用合計 28,486 62,804 

経常利益又は経常損失（△） 163,618 △64,800 

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（△） 

163,618 △64,800 

法人税、住民税及び事業税 30,490 11,301 

法人税等調整額 34,663 △18,156 

法人税等合計 65,153 △6,855 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 98,465 △57,945 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は 
非支配株主に帰属する四半期純損失（△） 

2,836 △457 

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（△） 

95,629 △57,488 
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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（△） 98,465 △57,945 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △10,262 10,713 

 為替換算調整勘定 37,245 △56,327 

 その他の包括利益合計 26,982 △45,613 

四半期包括利益 125,448 △103,559 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 121,618 △98,799 

 非支配株主に係る四半期包括利益 3,830 △4,759 
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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） 

   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。 

 
 

（セグメント情報等） 

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） 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 

報告セグメント 

合計 
調整額 

(注)１ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)２ 
切削工具事業 耐摩工具事業 海外事業 光製品事業 

売上高        

  外部顧客への売上高 3,743,400 627,215 1,157,452 250,348 5,778,416 － 5,778,416 

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
－ － 4,927 － 4,927 △4,927 － 

計 3,743,400 627,215 1,162,380 250,348 5,783,344 △4,927 5,778,416 

セグメント利益 

又は損失（△） 
109,138 50,425 △216 8,620 167,969 △4,812 163,156 

(注)１ セグメント利益又は損失の調整額△4,812千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

   ２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

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） 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 

報告セグメント 

合計 
調整額 

(注)１ 

四半期連結 

損益計算書 

計上 

(注)２ 
切削工具事業 耐摩工具事業 海外事業 光製品事業 

売上高        

  外部顧客への売上高 3,035,965 631,178 946,140 248,936 4,862,220 － 4,862,220 

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
－ － 5,086 － 5,086 △5,086 － 

計 3,035,965 631,178 951,226 248,936 4,867,307 △5,086 4,862,220 

セグメント利益 

 又は損失（△） 
△60,270 63,889 △45,704 6,888 △35,197 6,778 △28,418 

(注)１ セグメント利益又は損失の調整額6,778千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

  ２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 


