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(百万円未満切捨て)

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 3,334 △28.7 △311 ― △320 ― △497 ―

2020年３月期第２四半期 4,676 △8.7 247 △42.5 237 △48.4 149 △48.8

(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 △414百万円 ( ―％) 2020年３月期第２四半期76百万円 (△63.5％)

　

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 △167.42 ―

2020年３月期第２四半期 50.28 ―
　

（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 16,220 6,756 41.7

2020年３月期 17,072 7,215 42.3

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 6,756百万円 　2020年３月期 7,215百万円

　

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00

　2021年３月期 ― 0.00

　2021年３月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

　 詳細は本日(2020年11月６日)公表の「通期業績予想及び配当予想並びに繰延税金資産の一部取り崩しに関する

お知らせ」をご参照ください。

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 7,000 △22.6 △350 ― △350 ― △550 ― △185.04

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　 詳細は本日(2020年11月６日)公表の「通期業績予想及び配当予想並びに繰延税金資産の一部取り崩しに関する

お知らせ」をご参照ください。



※ 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 ： 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) 2021年３月期２Ｑ 2,992,999株 2020年３月期 2,992,999株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 20,961株 2020年３月期 20,725株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 2,972,183株 2020年３月期２Ｑ 2,972,446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、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２四半期連結累計期間における我が国経済は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経済活動が停滞し、

海外においても各国で人的交流が制限されるなど内外需ともに景況は大きく下振れしており、厳しい状況で推移い

たしました。足下では経済活動が再開されつつありますが先行きは極めて不透明な状況にあります。

当社グループにおきましては、７月から９月末まで「サマーキャンペーン」を実施し、深穴加工用・多機能座ぐ

り加工用ソリッドドリル「タイラードリル３Ｄ／５Ｄタイプ」（ＴＬＤ３Ｄ・ＴＬＤ５Ｄ形）を始めとした新製品

の市場への浸透に努めてまいりました。また、８月には製品検索サイト「ＤＪ-Ｓｅａｒｃｈ（ＤＪサーチ）」の英

語版・ドイツ語版を拡充し、顧客のさらなる利便性向上を図るとともに、９月に愛知県国際展示場で開催されまし

た「機械要素技術展」では、同時開催のＷＥＢ展示会にも出展しリアルとデジタルの両面からお客様の加工改善に

つながる高能率・高経済性の工具を提案するなど、新型コロナウイルス感染症流行下における新しい施策にも積極

的に取り組んでまいりました。今後もＷＥＢ展示会などデジタルでの情報発信を活用し、より多くのお客様に当社

を知っていただけるよう営業活動を続けてまいります。

連結売上高は、前年同期比28.7％減の3,334百万円となりました。このうち国内販売は前年同期比35.0％減の

1,797百万円となり、輸出は同19.6％減の1,536百万円となりました。輸出の地域別では、北米向けが前年同期比

18.6％減の337百万円、欧州向けが同22.4％減の395百万円、アジア向けが同18.4％減の784百万円、その他地域向け

が同21.4％減の18百万円となり、この結果、連結売上高に占める輸出の割合は、前年同期に比べ5.2ポイント増加し

46.1％となりました。

製品別では、焼肌チップが前年同期比43.9％減の279百万円、切削工具が同27.0％減の2,594百万円、耐摩耗工具

が同36.6％減の391百万円となりました。

収益面では、売上高が減少したこと等により、連結営業損失は311百万円（前年同期は連結営業利益247百万円）、

経常損失は320百万円（前年同期は経常利益237百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は497百万円（前年同

期は親会社株主に帰属する四半期純利益149百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

資産は前連結会計年度末に比べ851百万円減少し16,220百万円となりました。このうち流動資産は538百万円の減

少、固定資産は312百万円の減少となりました。

流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が180百万円増加し、受取手形及び売掛金が643百万円減少したこと

であります。

固定資産のうち、有形固定資産は259百万円減少しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上による減少489

百万円、設備投資の実施による増加231百万円であります。投資その他の資産は76百万円減少しました。変動の主な

要因は、繰延税金資産が195百万円減少した一方で、投資有価証券の評価額が株価の上昇を受け127百万円増加した

ことであります。

(負債)

負債は前連結会計年度末に比べ392百万円減少し、9,464百万円となりました。このうち流動負債は379百万円の減

少、固定負債は12百万円の減少となりました。

流動負債の変動の主な要因は、短期借入金が524百万円増加し、支払手形及び買掛金が155百万円、電子記録債務

が206百万円、その他のうち設備関係電子記録債務が361百万円減少したことであります。

固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が52百万円増加し、退職給付に係る負債が43百万円減少したことであ

ります。

(純資産)

純資産は前連結会計年度末に比べ459百万円減少し、6,756百万円となりました。このうち株主資本は、配当の実

施や、親会社株主に帰属する四半期純損失が497百万円であったこと等により542百万円減少し、6,593百万円となり

ました。また、株式の時価評価等によりその他の包括利益累計額は83百万円増加し、163百万円となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動により獲得した資金は503百万円でありました。資金獲得の主な要因は、減価償却費499百万円、売上債

権の減少647百万円であり、資金使用の主な要因は、税金等調整前四半期純損失319百万円、仕入債務の減少374百万

円であります。

投資活動により使用した資金は780百万円でありました。主な要因は設備投資による支出719百万円であります。

財務活動により獲得した資金は457百万円でありました。主な要因は借入金の返済による支出2,772百万円に対し

借入による収入が3,350百万円であったことであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末と比べ、180百万円増加
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し、1,439百万円となりました。

（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月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症が業績に与える影響を合理的に算出すること

が困難であったため未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報及び予測に基づき業績予想を算定いたしまし

た。詳細は本日(2020年11月６日)公表の「通期業績予想及び配当予想並びに繰延税金資産の一部取り崩しに関するお

知らせ」をご参照ください。
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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 1,258,287 1,439,127

受取手形及び売掛金 2,061,734 1,418,589

商品及び製品 2,192,593 2,342,624

仕掛品 1,354,340 1,313,131

原材料及び貯蔵品 919,672 730,220

その他 190,682 192,329

貸倒引当金 △9,546 △7,063

流動資産合計 7,967,764 7,428,959

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,698,609 1,802,404

機械装置及び運搬具（純額） 2,983,355 2,861,702

土地 975,530 975,530

リース資産（純額） 1,187,491 1,172,892

その他（純額） 429,076 202,138

有形固定資産合計 7,274,063 7,014,668

無形固定資産 105,733 129,532

投資その他の資産

投資有価証券 910,524 1,038,384

関係会社出資金 231,966 219,093

差入保証金 52,851 52,398

保険積立金 320,788 327,771

繰延税金資産 222,611 26,928

その他 13,354 10,727

貸倒引当金 △27,600 △27,600

投資その他の資産合計 1,724,496 1,647,704

固定資産合計 9,104,293 8,791,905

資産合計 17,072,057 16,220,864
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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 430,253 274,411

電子記録債務 574,071 367,453

短期借入金 2,180,076 2,705,072

未払法人税等 29,297 24,228

賞与引当金 177,228 183,113

未払費用 54,431 64,528

その他 1,017,264 464,282

流動負債合計 4,462,623 4,083,089

固定負債

長期借入金 2,759,859 2,812,326

リース債務 1,141,064 1,120,083

資産除去債務 17,560 17,560

長期未払金 367,439 367,409

退職給付に係る負債 1,107,765 1,063,792

固定負債合計 5,393,689 5,381,170

負債合計 9,856,312 9,464,259

純資産の部

株主資本

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 1,703,329 1,703,329

利益剰余金 2,378,981 1,836,805

自己株式 △45,980 △46,293

株主資本合計 7,135,524 6,593,035

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 120,372 207,932

為替換算調整勘定 24,485 10,503

退職給付に係る調整累計額 △64,637 △54,866

その他の包括利益累計額合計 80,220 163,570

純資産合計 7,215,744 6,756,605

負債純資産合計 17,072,057 16,220,864
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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：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 4,676,792 3,334,674

売上原価 3,106,861 2,485,611

売上総利益 1,569,931 849,063

販売費及び一般管理費 1,322,402 1,160,332

営業利益又は営業損失（△） 247,528 △311,269

営業外収益

受取利息 368 20

受取配当金 16,600 13,912

為替差益 - 12,273

持分法による投資利益 9,190 -

その他 20,831 31,608

営業外収益合計 46,989 57,815

営業外費用

支払利息 27,448 35,844

為替差損 27,011 -

支払手数料 1,505 21,986

その他 1,422 9,322

営業外費用合計 57,386 67,153

経常利益又は経常損失（△） 237,132 △320,607

特別利益

固定資産売却益 278 635

特別利益合計 278 635

特別損失

固定資産除却損 2,375 3

投資有価証券評価損 6,529 -

特別損失合計 8,905 3

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（△）

228,504 △319,975

法人税、住民税及び事業税 80,448 19,928

法人税等調整額 △1,391 157,688

法人税等合計 79,056 177,616

四半期純利益又は四半期純損失（△） 149,448 △497,592

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（△）

149,448 △497,592
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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：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（△） 149,448 △497,592

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △45,055 87,560

為替換算調整勘定 △24,958 △7,206

退職給付に係る調整額 2,712 9,770

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,911 △6,775

その他の包括利益合計 △73,213 83,350

四半期包括利益 76,234 △414,242

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 76,234 △414,242

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

(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（△）

228,504 △319,975

減価償却費 454,567 499,132

投資有価証券評価損益（△は益） 6,529 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,010 △2,482

受取利息及び受取配当金 △16,968 △13,932

支払利息 27,448 35,844

為替差損益（△は益） 821 △166

持分法による投資損益（△は益） △9,190 6,097

固定資産売却損益（△は益） △278 △635

固定資産除却損 2,375 3

売上債権の増減額（△は増加） 104,724 647,009

たな卸資産の増減額（△は増加） △196,176 80,560

仕入債務の増減額（△は減少） △351,991 △374,080

その他 65,662 △22,753

小計 312,019 534,621

利息及び配当金の受取額 14,414 11,792

利息の支払額 △27,764 △36,060

法人税等の還付額 38,076 16,126

法人税等の支払額 △51,521 △23,073

営業活動によるキャッシュ・フロー 285,225 503,406

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 △880,496 △719,671

有形固定資産の売却による収入 556 1,496

無形固定資産の取得による支出 △23,292 △53,724

投資有価証券の取得による支出 △2,478 △2,484

その他 △6,524 △6,615

投資活動によるキャッシュ・フロー △912,235 △780,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 400,000 2,400,000

短期借入金の返済による支出 △300,000 △1,900,000

長期借入れによる収入 1,150,000 950,000

長期借入金の返済による支出 △879,376 △872,537

自己株式の取得による支出 △270 △344

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △44,897 △74,772

配当金の支払額 △103,506 △44,461

財務活動によるキャッシュ・フロー 221,949 457,884

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,856 547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △412,916 180,839

現金及び現金同等物の期首残高 1,686,474 1,258,287

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,273,557 1,439,127
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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。

（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２四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する方法を採用しており

ます。ただし、この計算で合理性を欠く場合には、税引前四半期純利益を調整のうえ、法定実効税率を用いて税金

費用を計算しております。
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３．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

　 ① 生産実績

製品区分

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

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 539,457 11.2 282,465 8.8 △256,992 △47.6

切削工具 3,717,711 77.2 2,568,734 79.9 △1,148,977 △30.9

耐摩耗工具 556,723 11.6 363,624 11.3 △193,099 △34.7

その他 568 0.0 644 0.0 76 13.4

合計 4,814,459 100.0 3,215,467 100.0 △1,598,992 △33.2

　 (注) １ 金額は販売価格で表示しております。

　 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

製品区分

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

比較増減

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 479,327 95,582 266,417 51,310 △212,910 △44,272

切削工具 3,354,634 780,183 2,381,202 302,096 △973,432 △478,087

耐摩耗工具 610,107 249,272 335,316 109,310 △274,791 △139,962

その他 5,973 3,197 68,352 1,395 62,379 △1,802

合計 4,450,041 1,128,234 3,051,287 464,111 △1,398,754 △664,123

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

製品区分

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

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 498,703 10.7 279,853 8.4 △218,850 △43.9

切削工具 3,554,529 76.0 2,594,175 77.8 △960,354 △27.0

耐摩耗工具 617,003 13.2 391,074 11.7 △225,929 △36.6

その他 6,557 0.1 69,572 2.1 63,015 961.0

合計 4,676,792 100.0 3,334,674 100.0 △1,342,118 △28.7

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。


