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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におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を受け各種の経済活

動が制限されたことから、国内経済が急速に悪化し厳しい状況となりました。

わが国のみがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線業界の主要需要家である自動車業界では、工場の稼働停止や減産措置に

より、生産活動が大きく下振れしました。また、建産機業界におきましても自動車業界と同様に厳しい状況が続き

ました。

このような経営環境下、当社は新規案件の開拓、外注加工の内製化、固定費の削減及び在庫水準の適正化に取り

組みましたが、活動水準の低下とそれに伴う工場の一時稼働停止により、当社の販売数量及び生産数量も大幅な落

ち込みを余儀なくされ、販売数量は42千トン（前年同四半期比34.9％減）となり、売上高も7,300百万円（前年同

四半期比30.9％減）となりました。

損益につきましては、売上高の減少とそれに伴う固定費負担が大きく影響し、営業損失は171百万円（前年同四

半期は営業利益301百万円）、経常損失は66百万円（前年同四半期は経常利益318百万円）となり、親会社株主に帰

属する四半期純損失は134百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益174百万円）となりました。

事業部門ごとの業績は、次のとおりであります。

まず、みがき棒鋼部門におきましては、販売数量は27千トン、売上高は5,067百万円（前年同四半期比27.7％

減）となりました。

次に、冷間圧造用鋼線部門におきましては、販売数量は15千トン、売上高は2,233百万円（前年同四半期比

37.2％減）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資産の残高は15,330百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,045百万円

減少いたしました。これは主に、現金及び預金が814百万円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金が905百万

円、商品及び製品が236百万円、原材料及び貯蔵品が410百万円それぞれ減少したこと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負債の残高は6,847百万円となり、前連結会計年度末に比べ865百万円減少

いたしました。これは主に、短期借入金が400百万円増加いたしましたが、支払手形及び買掛金が1,240百万円減少

したこと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の残高は8,482百万円となり、前連結会計年度末に比べ180百万円減

少いたしました。これは主に利益剰余金が減少したことによるものであります。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,381百

万円となり、前連結会計年度末に比べ814百万円増加いたしました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は557百万円（前年同四半期は127百万円の使

用）となりました。これは主に、仕入債務の減少1,280百万円により資金が減少しましたが、売上債権の減少1,125

百万円やたな卸資産の減少646百万円により資金が増加したことによるものであります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は138百万円（前年同四半期比61百万円の使用

減）となりました。これは主に、有形固定資産の取得139百万円により資金が減少したことによるものでありま

す。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は395百万円（前年同四半期は575百万円の使

用）となりました。これは主に、短期借入金の借入400百万円により資金が増加したことによるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況を踏まえ、未定としておりました通期業績予想を公表いたし

ました。

詳細につきましては、本日（11月２日）公表いたしました「2021年３月期通期業績予想の修正及び配当予想の修

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 1,567,202 2,381,872

受取手形及び売掛金 4,374,107 3,468,566

電子記録債権 923,496 703,554

商品及び製品 1,935,441 1,698,574

仕掛品 264,166 265,716

原材料及び貯蔵品 1,651,112 1,240,332

その他 28,284 40,555

貸倒引当金 △38,967 △33,844

流動資産合計 10,704,843 9,765,327

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,449,968 1,400,958

機械装置及び運搬具（純額） 1,903,223 1,766,082

土地 1,734,832 1,832,840

リース資産（純額） 72,636 62,570

建設仮勘定 2,000 2,000

その他（純額） 90,525 79,715

有形固定資産合計 5,253,186 5,144,167

無形固定資産

のれん 72,647 62,961

その他 87,797 69,526

無形固定資産合計 160,445 132,488

投資その他の資産

投資有価証券 53,870 57,554

出資金 70,110 70,110

長期貸付金 8,864 7,612

繰延税金資産 91,775 122,163

その他 34,725 32,669

貸倒引当金 △1,447 △1,447

投資その他の資産合計 257,899 288,663

固定資産合計 5,671,531 5,565,318

資産合計 16,376,375 15,330,646

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
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（単位：千円）

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 4,016,345 2,776,010

短期借入金 1,410,000 1,810,000

1年内返済予定の長期借入金 324,040 267,849

リース債務 37,417 28,955

未払法人税等 51,453 38,548

賞与引当金 199,572 184,894

その他 520,671 402,569

流動負債合計 6,559,500 5,508,825

固定負債

長期借入金 875,168 1,002,236

リース債務 40,590 38,505

繰延税金負債 60,315 56,845

退職給付に係る負債 113,454 118,391

債務保証損失引当金 － 58,513

資産除去債務 64,135 64,165

その他 360 360

固定負債合計 1,154,024 1,339,018

負債合計 7,713,524 6,847,844

純資産の部

株主資本

資本金 1,513,687 1,513,687

資本剰余金 1,303,508 1,303,508

利益剰余金 5,282,269 5,099,769

自己株式 △21,392 △21,392

株主資本合計 8,078,072 7,895,573

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,312 3,871

その他の包括利益累計額合計 2,312 3,871

非支配株主持分 582,464 583,357

純資産合計 8,662,850 8,482,802

負債純資産合計 16,376,375 15,330,646
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 （単位：千円）

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 10,564,214 7,300,547

売上原価 9,067,350 6,431,554

売上総利益 1,496,863 868,993

販売費及び一般管理費

運搬費 309,518 246,054

給料及び手当 317,170 311,995

賞与引当金繰入額 92,683 79,740

退職給付費用 15,757 11,721

減価償却費 59,043 60,520

のれん償却額 9,686 9,686

その他 391,618 320,666

販売費及び一般管理費合計 1,195,477 1,040,384

営業利益又は営業損失（△） 301,386 △171,390

営業外収益

受取利息 123 102

受取配当金 10,730 7,257

受取賃貸料 24,918 24,784

助成金収入 - 81,858

その他 7,370 4,323

営業外収益合計 43,143 118,326

営業外費用

支払利息 3,987 3,720

賃貸費用 9,600 8,351

支払手数料 9,606 －

その他 2,442 1,281

営業外費用合計 25,636 13,353

経常利益又は経常損失（△） 318,893 △66,417

特別利益

固定資産売却益 19 93

特別利益合計 19 93

特別損失

固定資産売却損 811 －

固定資産除却損 788 0

債務保証損失引当金繰入額 － 58,513

特別損失合計 1,600 58,513

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（△）
317,313 △124,837

法人税、住民税及び事業税 121,630 30,401

法人税等調整額 △6,652 △35,079

法人税等合計 114,978 △4,678

四半期純利益又は四半期純損失（△） 202,334 △120,159

非支配株主に帰属する四半期純利益 28,173 13,984

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（△）
174,161 △134,143

（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）
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（単位：千円）

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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 202,334 △120,159

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △857 2,309

その他の包括利益合計 △857 2,309

四半期包括利益 201,477 △117,849

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 173,605 △132,585

非支配株主に係る四半期包括利益 27,872 14,735

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

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又は税金等調整前四半

期純損失（△）
317,313 △124,837

減価償却費 283,817 271,093

のれん償却額 9,686 9,686

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,136 4,937

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,500 －

受取利息及び受取配当金 △10,854 △7,359

支払利息 3,987 3,720

支払手数料 9,606 －

助成金収入 － △81,858

有形固定資産売却損益（△は益） 791 △93

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 58,513

売上債権の増減額（△は増加） 433,317 1,125,482

たな卸資産の増減額（△は増加） △148,376 646,096

仕入債務の増減額（△は減少） △886,711 △1,280,067

その他の負債の増減額（△は減少） 19,170 △97,323

その他 △11,041 △13,142

小計 19,341 514,848

利息及び配当金の受取額 10,864 7,372

利息の支払額 △4,155 △3,586

助成金の受取額 － 81,858

手数料の支払額 △9,606 －

法人税等の支払額 △144,356 △42,553

営業活動によるキャッシュ・フロー △127,910 557,940

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 △193,446 △139,839

無形固定資産の取得による支出 △7,278 －

有形固定資産の売却による収入 20 110

貸付けによる支出 △800 －

貸付金の回収による収入 1,532 1,252

投資活動によるキャッシュ・フロー △199,972 △138,477

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） △110,000 400,000

長期借入れによる収入 180,000 240,000

長期借入金の返済による支出 △270,873 △169,123

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,629 △13,488

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
△270,934 －

配当金の支払額 △90,485 △48,339

非支配株主への配当金の支払額 － △13,842

財務活動によるキャッシュ・フロー △575,922 395,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △903,805 814,669

現金及び現金同等物の期首残高 2,184,165 1,567,202

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,280,359 2,381,872

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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。
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