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（百万円未満切捨て）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 4,397 △33.6 △391 － △323 － △117 －

2020年３月期第２四半期 6,622 2.6 111 △52.7 151 △41.9 107 △78.5

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２四半期 △48.75 －

2020年３月期第２四半期 44.40 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 19,490 12,097 62.1

2020年３月期 18,502 12,550 67.8

（参考）自己資本 2021年３月期第２四半期 12,097百万円 2020年３月期 12,550百万円

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 － － － 70.00 70.00

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

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 11,800 △15.4 △230 － △140 － 5 △98.8 2.07

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

１．2021年３月期第２四半期の業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（２）財政状態

２．配当の状況

　　　2021年３月期の配当(予想)については、未定であります。

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）



 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年３月期２Ｑ 3,088,739株 2020年３月期 3,088,739株

②  期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 678,927株 2020年３月期 678,706株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 2,409,872株 2020年３月期２Ｑ 2,411,720株

※  注記事項

（注）詳細は、添付資料Ｐ．８「２．四半期財務諸表及び主な注記（４）四半期財務諸表に関する注記事項（四

半期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。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）発行済株式数（普通株式）

※  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、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。
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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２四半期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世界的な拡大による経済活動の停滞

から、景気が急速に悪化し、極めて厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のもと当社におきましては、精密金属加工品、自動機・専用機、ばね機械が自動車業界での減産

等の影響により顧客からの受注が減少したこと及びプレス機械の輸出が大幅に減少したこと等から、売上高は43億

９千７百万円と前年同期比33.6％の減少、営業損失は３億９千１百万円（前年同期は１億１千１百万円の営業利

益）、経常損失は３億２千３百万円（前年同期は１億５千１百万円の経常利益）、四半期純損失は１億１千７百万

円（前年同期は１億７百万円の四半期純利益）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりです。

[精密加工事業部]

精密加工事業部における当第２四半期累計期間の売上高は、27億１千９百万円と前年同期比17.9％の減少とな

り、その内容は以下のとおりです。

「精密金属加工品」は、主に自動車関連部品及び文具関連部品が減少したことから、14億５千９百万円と前年同

期比29.7％の減少となりました。「小口径銃弾」は、12億６千万円と前年同期比1.7％の増加となりました。

[機械事業部]

機械事業部における当第２四半期累計期間の売上高は、16億７千７百万円と前年同期比49.3％の減少となり、そ

の主な内容は以下のとおりです。

「プレス機械」は、主にリチウムイオン電池缶製造用プレスの輸出が減少したことから、10億５千５百万円と前

年同期比47.8％の減少となりました。「航空機部品」は、旅客機の減産の影響を受けており、２億２千７百万円と

前年同期比39.0％の減少となりました。「自動機・専用機」は、自動車関連向けが減少したことから、２億２千３

百万円と前年同期比47.0％の減少となりました。「ばね機械」は、自動車関連向けを中心に減少したことから、１

億６千万円と前年同期比64.9％の減少となりました。

（２）財政状態に関する説明

　　①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期会計期間末の総資産は前期末より９億８千８百万円増加し、194億９千万円となりました。これは

主に、受取手形及び売掛金が４億４千８百万円、投資有価証券が２億６千２百万円それぞれ減少したものの、現金

及び預金が10億８千６百万円、仕掛品が３億４千２百万円、製品が３億１千１百万円それぞれ増加したためです。

負債につきましては、14億４千万円増加し、73億９千２百万円となりました。これは主に、電子記録債務が５億７

千３百万円減少したものの、短期借入金が20億円増加したためです。純資産につきましては、４億５千２百万円減

少し、120億９千７百万円となりました。これは主に、利益剰余金が２億８千６百万円、その他有価証券評価差額

金が１億６千５百万円それぞれ減少したためです。

　　②キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は53億２千７百万円となり、前期末より10

億８千６百万円増加しました。

　各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金の減少は５億４百万円となりました。これは主に、売上債権の減少により資金が６億３千２

百万円増加したものの、たな卸資産が６億９千３百万円増加したこと及び仕入債務が５億６千８百万円減少したこ

とにより、資金が減少したためです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の減少は２億３千５百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得により３億９千

８百万円支出したためです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の増加は18億２千６百万円となりました。これは主に、配当金で１億６千８百万円支出した

ものの、短期借入金の増額により資金が20億円増加したためです。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年３月期通期の業績予想につきましては、2020年４月28日の「2020年３月期　決算短信」で公表いたしまし

た予想値を修正しております。詳細につきましては、本日2020年10月29日に公表いたしました「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,241,168 5,327,886

受取手形及び売掛金 2,276,435 1,828,032

電子記録債権 815,425 631,429

製品 237,054 548,567

仕掛品 2,510,772 2,853,266

原材料及び貯蔵品 645,840 685,269

その他 69,298 88,705

貸倒引当金 △4,500 △3,300

流動資産合計 10,791,495 11,959,857

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,120,853 2,080,267

機械及び装置（純額） 2,066,583 1,915,308

その他（純額） 1,218,885 1,375,078

有形固定資産合計 5,406,323 5,370,654

無形固定資産 100,565 93,729

投資その他の資産

投資有価証券 2,018,607 1,756,008

その他 185,243 310,186

投資その他の資産合計 2,203,851 2,066,195

固定資産合計 7,710,739 7,530,579

資産合計 18,502,235 19,490,437

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 753,720 726,701

電子記録債務 1,711,359 1,137,722

短期借入金 1,700,000 3,700,000

未払法人税等 143,464 39,294

賞与引当金 203,407 211,805

役員賞与引当金 30,000 -

その他 465,491 654,507

流動負債合計 5,007,443 6,470,030

固定負債

退職給付引当金 807,193 833,595

その他 137,203 88,907

固定負債合計 944,396 922,503

負債合計 5,951,840 7,392,534

純資産の部

株主資本

資本金 4,175,416 4,175,416

資本剰余金 3,468,202 3,468,202

利益剰余金 5,462,093 5,175,907

自己株式 △1,431,406 △1,431,842

株主資本合計 11,674,306 11,387,684

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 876,088 710,218

評価・換算差額等合計 876,088 710,218

純資産合計 12,550,395 12,097,903

負債純資産合計 18,502,235 19,490,437
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

売上高 6,622,712 4,397,094

売上原価 5,655,980 4,049,123

売上総利益 966,732 347,971

販売費及び一般管理費 855,034 739,955

営業利益又は営業損失（△） 111,697 △391,983

営業外収益

受取利息 244 251

受取配当金 28,689 30,113

固定資産賃貸料 16,991 18,133

雇用調整助成金 - 39,595

その他 4,892 2,186

営業外収益合計 50,817 90,280

営業外費用

支払利息 3,465 9,644

為替差損 479 33

固定資産賃貸費用 6,403 9,460

その他 915 2,643

営業外費用合計 11,265 21,782

経常利益又は経常損失（△） 151,249 △323,485

特別利益

投資有価証券売却益 - 161,472

特別利益合計 - 161,472

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 151,249 △162,013

法人税等 44,170 △44,530

四半期純利益又は四半期純損失（△） 107,079 △117,483

（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 151,249 △162,013

減価償却費 386,723 405,589

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,198 △1,200

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,064 8,397

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,522 26,402

受取利息及び受取配当金 △28,933 △30,364

支払利息 3,465 9,644

投資有価証券売却損益（△は益） - △161,472

売上債権の増減額（△は増加） 933,639 632,278

たな卸資産の増減額（△は増加） △417,301 △693,435

仕入債務の増減額（△は減少） △424,965 △568,182

その他 △39,702 115,559

小計 543,434 △418,796

利息及び配当金の受取額 29,053 30,484

利息の支払額 △3,883 △5,466

法人税等の支払額 △174,670 △110,263

営業活動によるキャッシュ・フロー 393,933 △504,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △286,578 △398,040

有形固定資産の売却による収入 739 37

無形固定資産の取得による支出 △32,036 △18,048

投資有価証券の取得による支出 △2,054 △2,294

投資有価証券の売却による収入 - 182,763

その他 △1,043 △257

投資活動によるキャッシュ・フロー △320,972 △235,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 400,000 2,000,000

自己株式の取得による支出 △369 △436

配当金の支払額 △168,400 △168,196

その他 △4,973 △4,753

財務活動によるキャッシュ・フロー 226,257 1,826,613

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 299,166 1,086,718

現金及び現金同等物の期首残高 2,990,116 4,241,168

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,289,283 5,327,886

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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しております。ただし、当該

見積実効税率を用いて税金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。
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