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1. 2020年12月期第3四半期の連結業績（2020年1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 ％

2020年12月期第3四半期 7,824 △15.1 280 △11.0 290 △4.4 113 ―

2019年12月期第3四半期 9,221 5.9 315 65.4 303 73.6 △148 ―

（注）包括利益 2020年12月期第3四半期　　113百万円 （―％） 2019年12月期第3四半期　　△147百万円 （―％）

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

2020年12月期第3四半期 29.88 ―

2019年12月期第3四半期 △39.12 ―

(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 ％

2020年12月期第3四半期 9,560 4,478 46.8

2019年12月期 9,490 4,479 47.2

（参考）自己資本 2020年12月期第3四半期 4,478百万円 2019年12月期 4,479百万円

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

2019年12月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

2020年12月期 ― 0.00 ―

2020年12月期（予想） 30.00 30.00

（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. 2020年12月期の連結業績予想（2020年 1月 1日～2020年12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 11,000 △10.3 530 1.4 515 0.2 230 ― 60.61

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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

(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） 2020年12月期3Q 4,091,100 株 2019年12月期 4,091,100 株

② 期末自己株式数 2020年12月期3Q 296,913 株 2019年12月期 296,913 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期3Q 3,794,187 株 2019年12月期3Q 3,794,187 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、当社グループ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。
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１．四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
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,345,287 3,384,788

受取手形及び売掛金 1,004,781 600,477

商品及び製品 2,895,292 2,431,325

仕掛品 125,487 115,174

原材料及び貯蔵品 332,907 307,799

その他 527,909 547,305

貸倒引当金 △3,055 △4,381

流動資産合計 7,228,612 7,382,489

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 938,149 873,796

その他（純額） 439,644 433,263

有形固定資産合計 1,377,793 1,307,060

無形固定資産 8,685 7,490

投資その他の資産

その他 889,534 877,967

貸倒引当金 △14,485 △14,485

投資その他の資産合計 875,049 863,482

固定資産合計 2,261,529 2,178,033

資産合計 9,490,141 9,560,522

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 894,183 505,293

短期借入金 150,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 702,356 712,617

前受金 650,424 1,063,682

未払法人税等 171,358 137,138

賞与引当金 262,011 320,575

ポイント引当金 26,555 26,060

その他 616,878 571,584

流動負債合計 3,473,768 3,486,953

固定負債

社債 100,000 200,000

長期借入金 1,116,565 1,073,751

退職給付に係る負債 40,962 45,538

資産除去債務 54,429 55,166

その他 225,143 220,296

固定負債合計 1,537,100 1,594,752

負債合計 5,010,868 5,081,706
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 741,224 741,224

利益剰余金 3,747,695 3,747,239

自己株式 △109,646 △109,646

株主資本合計 4,479,272 4,478,816

純資産合計 4,479,272 4,478,816

負債純資産合計 9,490,141 9,560,522
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 9,221,295 7,824,702

売上原価 4,833,634 4,085,917

売上総利益 4,387,660 3,738,784

販売費及び一般管理費 4,072,090 3,457,915

営業利益 315,570 280,868

営業外収益

受取利息 1,083 43

為替差益 ― 15,211

買掛金償却益 5,299 1,424

その他 2,576 2,081

営業外収益合計 8,959 18,761

営業外費用

支払利息 7,617 7,194

デリバティブ評価損 10,970 ―

社債発行費償却 1,909 1,909

その他 180 174

営業外費用合計 20,678 9,277

経常利益 303,852 290,351

特別利益

受取給付金 ― 43,047

特別利益合計 ― 43,047

特別損失

固定資産除却損 115 4,077

減損損失 255,093 ―

臨時休業による損失 ― 65,504

その他 1,362 11,750

特別損失合計 256,571 81,331

税金等調整前四半期純利益 47,280 252,067

法人税等 195,711 138,698

四半期純利益又は四半期純損失（△） △148,431 113,369

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

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（△）

△148,431 113,369



株式会社カッシーナ・イクスシー(2777) 2020年12月期 第３四半期決算短信

-5-

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △148,431 113,369

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 778 ―

その他の包括利益合計 778 ―

四半期包括利益 △147,653 113,369

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △147,653 113,369

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―



株式会社カッシーナ・イクスシー(2777) 2020年12月期 第３四半期決算短信

-6-

（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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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しております。


