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１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９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２四半期 19,093 1.6 4,091 22.2 4,174 22.7 2,688 25.1

2020年３月期第２四半期 18,794 △10.3 3,348 △28.4 3,403 △29.9 2,148 △33.2
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 2,848百万円( 33.0％) 2020年３月期第２四半期 2,142百万円( △32.9％)

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２四半期 44.22 ―

2020年３月期第２四半期 35.34 ―

（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２四半期 61,817 44,583 68.2

2020年３月期 61,122 42,634 65.9
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 42,140百万円 2020年３月期 40,263百万円

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 ― 12.50 ― 12.50 25.00

2021年３月期 ― 12.50

2021年３月期(予想) ― 12.50 25.00

(注) 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、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

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 37,000 △2.4 6,600 0.8 6,800 △0.2 4,400 △0.1 72.37
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　



※ 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 ： 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２Ｑ 63,200,000株 2020年３月期 63,200,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 2,405,136株 2020年３月期 2,405,136株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 60,794,864株 2020年３月期２Ｑ 60,794,884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、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
のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P.３「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。
　当社は、2020年11月10日に証券アナリスト及び機関投資家向けの四半期決算説明会を開催する予定です。この説
明会で配布する四半期決算補足説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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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２四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで、以下「当第２四半期」という)の当社グル

ープを取り巻く事業環境は、新型コロナウイルス感染症の拡大により内外経済が急激に悪化する中、半導体・ＦＰ

Ｄ（フラットパネルディスプレイ）分野においては受注が好調に推移いたしました。

　このような状況のもと、当社グループは、中長期を見すえた新技術開発等は継続しながらも一層のコスト削減と

生産効率の向上に取り組んでまいりました。

　当第２四半期における当社グループの連結業績につきましては、製造業全般の稼働率低下や設備投資先送りなど

により産業機械分野や鉄鋼分野の溶射加工が減少したものの、テレワーク拡大や５Ｇ通信サービスの開始を背景に

半導体製造装置向けの溶射加工が増加したことにより、売上高は前年同期比２億99百万円(1.6％)増の190億93百万

円、営業利益は同７億43百万円(22.2％)増の40億91百万円、経常利益は同７億71百万円(22.7％)増の41億74百万円、

親会社株主に帰属する四半期純利益は同５億39百万円(25.1％)増の26億88百万円となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

[溶射加工(単体)]

新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の停滞に伴い産業機械分野や鉄鋼分野の売上高が落ち込んだ

一方で、海外半導体メーカーの活発な設備投資を背景とした半導体・ＦＰＤ分野の売上高が大きく伸長したこと

により当セグメントの売上高は前年同期比８億67百万円(6.2％)増の149億65百万円、セグメント利益(経常利益)

は同８億52百万円(33.4％)増の34億09百万円となりました。

[国内子会社]

自動車販売の冷え込みや建設機械の輸出低迷により、主力である切削工具向けＰＶＤ処理加工が大きく落ち込

み、当セグメントの売上高は前年同期比３億04百万円(25.4％)減の８億92百万円、セグメント利益(経常利益)は

同１億06百万円(46.4％)減の１億22百万円となりました。

[海外子会社]

半導体・ＦＰＤ分野は概ね好調であったものの、中国で鉄鋼、石油分野を中心に溶射加工を行う東華隆（広

州）表面改質技術有限公司が減収となったことなどから、当セグメントの売上高は前年同期比１億31百万円(5.6

％)減の22億05百万円、セグメント利益(経常利益)は同32百万円(5.0％)減の６億05百万円となりました。

[その他表面処理加工]

溶射加工(単体)、国内子会社、海外子会社以外のセグメントについては、米中貿易摩擦を背景とした農業機械

部品向けＴＤ処理加工の減少や、鉄鋼・自動車関連のＰＴＡ処理加工の低迷などにより、売上高は前年同期比１

億32百万円(11.4％)減の10億29百万円、セグメント利益(経常利益)は同75百万円(60.1％)減の49百万円となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は618億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億95百万円の

増加となりました。これは主に、溶射加工(単体)セグメントにおける半導体分野に係る設備投資や、国内子会社セ

グメントにおける土地取得等により固定資産が７億44百万円増加したことによるものであります。

また、当第２四半期連結会計期間末における負債は172億34百万円と前連結会計年度末比12億53百万円減少いた

しました。これは主に長期借入金(１年内返済予定を含む)の減少10億41百万円、支払手形及び買掛金の減少２億93

百万円によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産は445億83百万円と前連結会計年度末比19億48百万円増加いたしま

した。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比

率は68.2％(前連結会計年度末比2.3ポイントの上昇)となりました。



トーカロ株式会社(3433) 2021年3月期第2四半期決算短信

―3―

（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月期通期の業績予想につきましては、当第２四半期の実績が前回発表予想を上回ったことから、通期の

連結業績予想を下記のとおり修正いたします。

なお、詳細につきましては、本日(2020年10月30日)公表の「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。

　・2021年３月期 通期 連結業績予想の修正 (2020年４月１日～2021年３月31日)
　

　 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

前回発表予想(Ａ) 36,500 5,800 6,000 3,880 63.82

今回修正予想(Ｂ) 37,000 6,600 6,800 4,400 72.37

増減額(Ｂ－Ａ) 500 800 800 520

増減率(％) 1.4 13.8 13.3 13.4

(ご参考) 前期実績
(2020年３月期)

37,896 6,550 6,812 4,404 72.45
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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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,889 14,186

受取手形及び売掛金 11,712 11,328

有価証券 - 3,000

仕掛品 1,105 1,052

原材料及び貯蔵品 1,476 1,796

その他 673 443

貸倒引当金 △20 △18

流動資産合計 31,837 31,788

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,416 12,141

機械装置及び運搬具（純額） 4,207 3,843

土地 8,648 9,046

その他（純額） 1,513 2,489

有形固定資産合計 26,786 27,520

無形固定資産 338 301

投資その他の資産

投資その他の資産 2,160 2,207

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 2,160 2,207

固定資産合計 29,285 30,029

資産合計 61,122 61,817
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,157 863

電子記録債務 3,660 3,844

短期借入金 47 -

1年内返済予定の長期借入金 2,083 1,983

未払法人税等 737 1,397

賞与引当金 1,018 1,026

その他 2,619 1,911

流動負債合計 11,323 11,027

固定負債

長期借入金 6,015 5,073

退職給付に係る負債 1,085 1,081

その他 63 52

固定負債合計 7,163 6,207

負債合計 18,487 17,234

純資産の部

株主資本

資本金 2,658 2,658

資本剰余金 2,293 2,293

利益剰余金 35,898 37,827

自己株式 △773 △773

株主資本合計 40,076 42,005

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △12 △11

為替換算調整勘定 198 146

その他の包括利益累計額合計 186 135

非支配株主持分 2,371 2,442

純資産合計 42,634 44,583

負債純資産合計 61,122 61,817
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

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

売上高 18,794 19,093

売上原価 12,382 12,073

売上総利益 6,411 7,020

販売費及び一般管理費 3,062 2,928

営業利益 3,348 4,091

営業外収益

受取利息及び配当金 3 4

受取ロイヤリティー 75 111

受取技術料 13 -

その他 32 31

営業外収益合計 125 146

営業外費用

支払利息 7 6

技術者派遣費用 7 -

支払補償費 28 25

為替差損 20 26

その他 5 5

営業外費用合計 70 64

経常利益 3,403 4,174

特別利益

固定資産売却益 0 1

保険解約返戻金 - 12

特別利益合計 0 13

特別損失

固定資産除売却損 2 0

特別損失合計 2 0

税金等調整前四半期純利益 3,400 4,187

法人税等 1,046 1,284

四半期純利益 2,353 2,903

非支配株主に帰属する四半期純利益 205 214

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,148 2,688
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

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

四半期純利益 2,353 2,903

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 0

為替換算調整勘定 △208 △55

その他の包括利益合計 △211 △54

四半期包括利益 2,142 2,848

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,016 2,637

非支配株主に係る四半期包括利益 126 211
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 3,400 4,187

減価償却費 1,426 1,323

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △15 8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 24 △3

受取利息及び受取配当金 △3 △4

支払利息 7 6

固定資産除売却損益（△は益） 2 △0

保険解約損益(△は益) - △12

売上債権の増減額（△は増加） 179 370

たな卸資産の増減額（△は増加） 479 △277

仕入債務の増減額（△は減少） △1,216 △327

未払費用の増減額（△は減少） △178 △228

その他 △730 △155

小計 3,372 4,885

利息及び配当金の受取額 4 2

利息の支払額 △9 △6

法人税等の支払額 △1,341 △700

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,025 4,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △216 △251

定期預金の払戻による収入 313 168

有形固定資産の取得による支出 △2,442 △1,867

有形固定資産の売却による収入 9 1

無形固定資産の取得による支出 △128 △9

投資有価証券の取得による支出 △313 -

その他 5 26

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,771 △1,932

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） △29 △46

長期借入れによる収入 2,100 -

長期借入金の返済による支出 △682 △1,041

配当金の支払額 △911 △759

非支配株主への配当金の支払額 △96 △139

その他 △17 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 361 △2,002

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △432 217

現金及び現金同等物の期首残高 12,213 16,496

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,781 16,714
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（４）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。

３．その他

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日

至 2019年９月30日) 至 2020年９月30日)

生産高(百万円) 生産高(百万円) 金額(百万円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

6,764 9,019 2,254 ＋33.3

産業機械用部品への加工 2,474 2,075 △ 399 △16.1

鉄鋼用設備部品への加工 1,972 1,739 △ 232 △11.8

その他の溶射加工 2,886 2,131 △ 754 △26.1

溶射加工(単体) 計 14,097 14,965 867 ＋6.2

その他表面処理加工 1,161 1,029 △ 132 △11.4

国内子会社 1,197 892 △ 304 △25.4

海外子会社 2,337 2,205 △ 131 △5.6

合 計 18,794 19,093 299 ＋1.6

(注) 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

② 受注状況

(受注高)

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日

至 2019年９月30日) 至 2020年９月30日)

受注高(百万円) 受注高(百万円) 金額(百万円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

6,632 8,875 2,242 ＋33.8

産業機械用部品への加工 2,170 1,925 △ 244 △11.2

鉄鋼用設備部品への加工 2,022 1,503 △ 518 △25.6

その他の溶射加工 2,984 2,214 △ 769 △25.8

溶射加工(単体) 計 13,809 14,519 710 ＋5.1

その他表面処理加工 1,146 967 △ 179 △15.6

国内子会社 1,169 899 △ 270 △23.1

海外子会社 2,338 2,146 △ 192 △8.2

合 計 18,464 18,532 68 ＋0.4

(注) 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。
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(受注残高)

セグメントの名称

前第２四半期

連結会計期間末

当第２四半期

連結会計期間末 前年同四半期比

(2019年９月30日) (2020年９月30日)

受注残高(百万円) 受注残高(百万円) 金額(百万円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

2,031 2,733 702 ＋34.6

産業機械用部品への加工 597 459 △ 138 △23.1

鉄鋼用設備部品への加工 843 612 △ 230 △27.3

その他の溶射加工 546 566 19 ＋3.6

溶射加工(単体) 計 4,018 4,372 353 ＋8.8

その他表面処理加工 246 183 △ 63 △25.6

国内子会社 23 44 20 ＋87.5

海外子会社 1,462 1,034 △ 428 △29.3

合 計 5,751 5,634 △ 116 △2.0

(注) 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

③ 販売実績

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日

至 2019年９月30日) 至 2020年９月30日)

販売高(百万円) 販売高(百万円) 金額(百万円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

6,764 9,019 2,254 ＋33.3

産業機械用部品への加工 2,474 2,075 △ 399 △16.1

鉄鋼用設備部品への加工 1,972 1,739 △ 232 △11.8

その他の溶射加工 2,886 2,131 △ 754 △26.1

溶射加工(単体) 計 14,097 14,965 867 ＋6.2

その他表面処理加工 1,161 1,029 △ 132 △11.4

国内子会社 1,197 892 △ 304 △25.4

海外子会社 2,337 2,205 △ 131 △5.6

合 計 18,794 19,093 299 ＋1.6

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

以 上


