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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 111,601 △7.7 3,162 △30.1 2,839 △12.9 2,418 13.4

2019年12月期第3四半期 120,975 1.5 4,525 26.0 3,259 17.8 2,132 △3.9

（注）包括利益 2020年12月期第3四半期　　1,944百万円 （10.4％） 2019年12月期第3四半期　　1,761百万円 （46.1％）

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 107.01 106.91

2019年12月期第3四半期 94.42 94.28

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年12月期第3四半期 206,191 70,516 33.4 3,041.95

2019年12月期 197,511 69,252 34.2 2,987.19

（参考）自己資本 2020年12月期第3四半期 68,768百万円 2019年12月期 67,481百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00

2020年12月期 ― ― ―

2020年12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

期末配当予想につきましては未定としております。

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 144,500 △3.6 1,100 △59.9 200 △82.0 200 △72.3 8.85

（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 ： 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） 2020年12月期3Q 22,984,993 株 2019年12月期 22,984,993 株

② 期末自己株式数 2020年12月期3Q 378,114 株 2019年12月期 394,565 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期3Q 22,603,019 株 2019年12月期3Q 22,590,555 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有ります。業績予想の前提となる条件及び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

3ページ「1．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧ください。
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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３四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(COVID-19)拡大の

影響が続く中で、外出自粛緩和と経済活動の再開により、持ち直しの兆しが見られました。海外

についても、徐々に経済活動が再開し緩やかな回復の兆しも見られますが、先行きは不透明な状

況です。

このような状況の中、当社グループは、国内においては新商品の投入や顧客対応の充実など農業

構造変化への対応強化、海外においては主力市場である北米、欧州、中国、アセアンでの販売強

化に努めてまいりましたが、当社グループの連結経営成績は以下のとおりとなりました。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比9,373百万円減少し、111,601百万円(前年同

期比7.7%減少)となりました。国内においては、補修用部品および修理整備等のメンテ収入が堅調

に推移したほか大型物件の完成のあった施設工事が増加となった一方、消費増税後の不透明な需

要環境に加え新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う展示会の中止など営業活動の自粛等に

より農機製品などが減少し、国内売上高は前年同期比8,576百万円減少の87,402百万円(前年同期

比8.9%減少)となりました。海外においては、中国向けの田植機半製品や韓国向けのトラクタ・コ

ンバインの出荷が伸びた一方、北米向けはトラクタの巣ごもり特需はあったものの一部商品に搭

載の仕入エンジン入荷遅れが響き減少、欧州では為替影響に加え新型コロナウイルス感染症対策

として現地代理店店舗が一時閉鎖されたことから出荷調整を行ったことが響き減少、アセアンは

インドネシア向けトラクタの出荷減少などにより、海外売上高は前年同期比797百万円減少の

24,198百万円(前年同期比3.2%減少)となりました。

営業利益は、販管費の削減があったものの減収による粗利益減少に加え仕入エンジンの入荷遅れ

に伴う部品在庫の評価損の計上等により、前年同期比1,363百万円減少の3,162百万円（前年同期

比30.1%減少）となりました。経常利益は、為替差損や持分法投資損失の縮小等により前年同期比

420百万円減少の2,839百万円（前年同期比12.9%減少）、税金等調整前四半期純利益は、中国の持

分法適用関連会社の出資比率低下に伴う持分変動利益の計上等により前年同期比274百万円増加の

3,420百万円（前年同期比8.7%増加）となりました。親会社株主に帰属する当第３四半期純利益

は、前年同期比285百万円増加の2,418百万円（前年同期比13.4%増加）となりました。

商品別の売上状況につきましては、次のとおりであります。

〔国内〕

整地用機械(トラクタ、乗用管理機など)は17,346百万円(前年同期比18.6％減少)、栽培用機械

(田植機、野菜移植機)は6,435百万円(前年同期比19.6％減少)、収穫調製用機械(コンバインな

ど)は11,977百万円(前年同期比15.1％減少)、作業機・補修用部品・修理収入は31,660百万円(前

年同期比5.1％減少)、その他農業関連(施設工事など)は19,982百万円(前年同期比4.1％増加)と

なりました。

〔海外〕

整地用機械(トラクタなど)は17,371百万円(前年同期比9.5％減少)、栽培用機械(田植機など)

は1,457百万円(前年同期比41.9％増加)、収穫調製用機械(コンバインなど)は2,250百万円(前年

同期比45.6％増加)、作業機・補修用部品は2,142百万円(前年同期比3.0％減少)、その他農業関

連は977百万円(前年同期比4.3％減少)となりました。

（２）財政状態に関する説明

〔資産〕

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ8,679百万円増加し206,191百

万円となりました。主に、受取手形及び売掛金の増加13,593百万円、たな卸資産の減少702百万円、

流動資産その他の減少668百万円、投資有価証券の減少570百万円、投資その他の資産その他の減少

616百万円によるものであります。
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〔負債〕

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ7,415百万円増加し135,674

百万円となりました。主に、短期借入金及び長期借入金の増加11,882百万円、支払手形及び買掛金

並びに電子記録債務の減少1,944百万円によるものであります。

〔純資産〕

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,263百万円増加し70,516

百万円となりました。主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上2,418百万円、剰余金の配

当677百万円、その他有価証券評価差額金の減少365百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当３四半期では、新型コロナウイルス感染症による当社業績への影響は縮小しつつありますが、

国内外では同感染症の再拡大が顕在化し、経済的影響は依然として不確実な状況にあります。した

がいまして、現時点では、2020年８月６日に公表いたしました2020年12月期通期業績予想を据え置

くことといたしました。

　なお、上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算定したものであり、さまざまな要因

により変動する可能性があります。また、配当予想につきましても、引き続き未定としておりま

す。

　

井関農機㈱（6310）2020年12月期 第3四半期決算短信

－ 3 －



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
(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 8,404 7,542

受取手形及び売掛金 19,675 33,269

商品及び製品 46,426 45,688

仕掛品 6,580 6,590

原材料及び貯蔵品 1,171 1,198

その他 4,952 4,284

貸倒引当金 △52 △83

流動資産合計 87,159 98,490

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 26,050 25,476

土地 50,759 50,851

その他（純額） 21,535 20,352

有形固定資産合計 98,346 96,680

無形固定資産 1,288 1,512

投資その他の資産

投資有価証券 5,303 4,733

その他 5,542 4,925

貸倒引当金 △128 △150

投資その他の資産合計 10,717 9,507

固定資産合計 110,352 107,700

資産合計 197,511 206,191
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(単位：百万円)

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,142 20,919

電子記録債務 15,610 14,888

短期借入金 28,633 42,105

1年内返済予定の長期借入金 10,717 11,641

未払法人税等 356 381

賞与引当金 443 811

その他 11,830 9,421

流動負債合計 89,735 100,170

固定負債

長期借入金 21,525 19,012

再評価に係る繰延税金負債 5,759 5,759

役員退職慰労引当金 140 138

退職給付に係る負債 3,059 3,122

資産除去債務 325 328

その他 7,713 7,142

固定負債合計 38,524 35,504

負債合計 128,259 135,674

純資産の部

株主資本

資本金 23,344 23,344

資本剰余金 13,452 13,449

利益剰余金 17,025 18,766

自己株式 △982 △940

株主資本合計 52,840 54,620

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 380 15

繰延ヘッジ損益 △0 6

土地再評価差額金 12,622 12,622

為替換算調整勘定 648 515

退職給付に係る調整累計額 989 989

その他の包括利益累計額合計 14,641 14,148

新株予約権 75 37

非支配株主持分 1,694 1,709

純資産合計 69,252 70,516

負債純資産合計 197,511 206,191
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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：百万円)
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 120,975 111,601

売上原価 85,154 78,494

売上総利益 35,820 33,107

販売費及び一般管理費 31,295 29,944

営業利益 4,525 3,162

営業外収益

受取利息 146 133

受取配当金 139 98

その他 588 540

営業外収益合計 874 772

営業外費用

支払利息 548 476

為替差損 234 41

持分法による投資損失 988 256

その他 370 321

営業外費用合計 2,140 1,095

経常利益 3,259 2,839

特別利益

固定資産売却益 21 22

投資有価証券売却益 104 ―

持分変動利益 ― 650

特別利益合計 126 673

特別損失

固定資産除売却損 157 90

減損損失 79 1

投資有価証券評価損 1 ―

その他 0 ―

特別損失合計 238 91

税金等調整前四半期純利益 3,146 3,420

法人税、住民税及び事業税 1,542 744

法人税等調整額 △567 236

法人税等合計 975 981

四半期純利益 2,171 2,439

非支配株主に帰属する四半期純利益 38 20

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,132 2,418
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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：百万円)
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 2,171 2,439

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △171 △365

繰延ヘッジ損益 △0 6

為替換算調整勘定 △139 △22

退職給付に係る調整額 13 △0

持分法適用会社に対する持分相当額 △111 △112

その他の包括利益合計 △409 △494

四半期包括利益 1,761 1,944

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,725 1,926

非支配株主に係る四半期包括利益 36 18
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（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。
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