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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 93,168 △23.9 4,717 △16.4 4,406 △22.0 3,135 △22.2

2020年３月期第３四半期 122,371 △19.4 5,641 △2.5 5,650 18.7 4,031 21.4
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 1,903百万円( △53.2％) 2020年３月期第３四半期 4,066百万円( 52.3％)

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３四半期 77.40 76.23

2020年３月期第３四半期 99.50 97.98

（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３四半期 85,485 39,803 45.8

2020年３月期 83,234 38,691 45.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 39,116百万円 2020年３月期 38,148百万円

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 － 12.00 － 13.00 25.00

2021年３月期 － 10.00 －

2021年３月期(予想) 15.00 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 ： 有

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 131,200 △17.5 7,920 2.6 7,680 △0.6 5,440 △2.6 134.31
(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

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３Ｑ 43,629,235株 2020年３月期 43,629,235株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 3,126,945株 2020年３月期 3,126,760株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 40,502,414株 2020年３月期３Ｑ 40,521,260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
（将来に関する記述等へのご注意）
　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
の前提となる仮定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、本四半期決算短信（添付資料） P.2
「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。

　　



（参考）

１．2021年３月期第３四半期の個別業績（2020年４月１日～2020年12月31日）

(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 61,190 △14.9 1,248 △29.1 1,964 △19.9 1,428 △16.6

2020年３月期第３四半期 71,921 △19.6 1,762 △31.0 2,451 △22.7 1,712 △23.5
　

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３四半期 35.28 34.74

2020年３月期第３四半期 42.26 41.61
　

２．2021年３月期の個別業績予想（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 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 84,000 △8.7 1,970 △15.3 3,680 9.1 2,900 0.1 71.60
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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の拡大により、経済活動が抑制され

消費活動が大幅に減少しました。また、海外でも、依然として新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見えておら

ず、世界経済の先行きは不透明な状況で推移しました。

こうした環境のもと当社グループにおいては、大手需要先である自動車メーカーは上半期と比して、生産及び出荷

は回復傾向で推移しました。

この結果、当社グループの第３四半期連結売上高につきましては、前年同期に比して販売価格が低下したことによ

り、アルミニウム二次合金地金591億１千５百万円（前年同期比19.2％減）、商品・原料他340億５千３百万円（前年

同期比30.9％減）で、これらを併せた売上高総額は931億６千８百万円（前年同期比23.9％減）となりました。

収益面につきましては、国内において販売数量は減少し減益となりましたが、海外の製品価格と原料価格の価格差

（スプレッド）が順調に推移した結果、経常損益につきましては、44億６百万円（前年同期比22.0％減）の利益とな

り、親会社株主に帰属する四半期純損益は31億３千５百万円（前年同期比22.2％減）の利益を計上することとなりま

した。

（２）財政状態に関する説明

① 流動資産

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ14億２千１百万円増加し597億

２千５百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が19億５千３百万円、商品及び製品が14億７千８百万

円、原材料及び貯蔵品が29億９千１百万円増加したことと、現金及び預金が51億８千４百万円減少したことによるも

のであります。

② 固定資産

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ８億２千９百万円増加し257億

６千万円となりました。これは主に有形固定資産が２億８千６百万円、投資有価証券が５億４百万円増加したことに

よるものであります。

③ 流動負債

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ20億６千４百万円増加し366億

９千２百万円となりました。これは主に短期借入金が30億７千２百万円増加したことと、未払金が３億７千３百万

円、未払法人税等が１億９千３百万円、未払費用が３億８千６百万円減少したことによるものであります。

④ 固定負債

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ９億２千５百万円減少し89億８

千９百万円となりました。これは主に繰延税金負債が１億７千万円増加したことと、長期借入金が11億５千２百万円

減少したことによるものであります。

⑤ 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11億１千２百万円増加し398億３百万円と

なりました。これは主に利益剰余金が22億３百万円、その他有価証券評価差額金が２億１千８百万円増加したこと

と、為替換算調整勘定が13億８千７百万円減少したこと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

2021年３月期の通期の業績予想につきましては2020年10月28日に「業績予想の修正に関するお知らせ」において公

表いたしました業績予想を修正しております。また、2021年３月期の配当予想につきましては2020年７月31日に

「2021年３月期業績予想の公表及び配当予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしました配当予想を修正し

ております。詳細につきましては、本日（2021年１月29日）発表しております「業績予想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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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３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,276 4,092

受取手形及び売掛金 29,416 31,370

商品及び製品 8,760 10,239

仕掛品 276 127

原材料及び貯蔵品 7,394 10,385

その他 3,183 3,519

貸倒引当金 △4 △7

流動資産合計 58,303 59,725

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,182 15,182

減価償却累計額 △8,182 △8,279

建物及び構築物（純額） 5,999 6,903

機械装置及び運搬具 27,674 27,869

減価償却累計額 △20,252 △20,715

機械装置及び運搬具（純額） 7,422 7,153

工具、器具及び備品 1,524 1,571

減価償却累計額 △1,224 △1,248

工具、器具及び備品（純額） 300 323

土地 3,858 3,822

リース資産 1,293 1,211

減価償却累計額 △375 △367

リース資産（純額） 918 843

建設仮勘定 2,657 2,397

有形固定資産合計 21,156 21,443

無形固定資産

のれん 16 －

その他 129 126

無形固定資産合計 145 126

投資その他の資産

投資有価証券 2,877 3,382

長期貸付金 16 3

退職給付に係る資産 155 148

繰延税金資産 113 185

その他 683 660

貸倒引当金 △217 △189

投資その他の資産合計 3,628 4,189

固定資産合計 24,930 25,760

資産合計 83,234 85,485
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,909 7,079

短期借入金 22,641 25,713

未払金 1,647 1,273

未払法人税等 477 284

未払消費税等 227 109

未払費用 1,675 1,289

賞与引当金 280 233

その他 768 708

流動負債合計 34,627 36,692

固定負債

長期借入金 8,698 7,545

役員退職慰労引当金 8 10

退職給付に係る負債 200 185

リース債務 103 110

資産除去債務 165 228

繰延税金負債 587 758

その他 152 150

固定負債合計 9,915 8,989

負債合計 44,543 45,682

純資産の部

株主資本

資本金 6,346 6,346

資本剰余金 8,835 8,843

利益剰余金 23,326 25,530

自己株式 △1,340 △1,340

株主資本合計 37,167 39,379

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 609 827

繰延ヘッジ損益 77 △16

為替換算調整勘定 367 △1,020

退職給付に係る調整累計額 △73 △53

その他の包括利益累計額合計 980 △263

新株予約権 145 145

非支配株主持分 397 542

純資産合計 38,691 39,803

負債純資産合計 83,234 85,485
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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４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 122,371 93,168

売上原価 111,617 83,544

売上総利益 10,753 9,623

販売費及び一般管理費

運搬費 2,313 2,226

貸倒引当金繰入額 10 1

役員退職慰労引当金繰入額 1 1

賞与引当金繰入額 40 42

その他 2,745 2,633

販売費及び一般管理費合計 5,111 4,905

営業利益 5,641 4,717

営業外収益

受取利息 76 27

受取配当金 258 201

為替差益 157 －

技術指導料 7 0

鉄屑売却益 56 42

その他 106 140

営業外収益合計 663 411

営業外費用

支払利息 591 270

為替差損 － 425

その他 63 27

営業外費用合計 655 723

経常利益 5,650 4,406

特別利益

固定資産売却益 11 5

特別利益合計 11 5

特別損失

災害による損失 14 －

固定資産除売却損 74 64

特別損失合計 88 64

税金等調整前四半期純利益 5,572 4,347

法人税、住民税及び事業税 1,417 1,126

法人税等調整額 73 63

法人税等合計 1,490 1,189

四半期純利益 4,082 3,158

非支配株主に帰属する四半期純利益 50 23

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,031 3,135
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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４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 4,082 3,158

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 88 218

繰延ヘッジ損益 △13 △94

為替換算調整勘定 △89 △1,398

退職給付に係る調整額 △2 19

その他の包括利益合計 △16 △1,255

四半期包括利益 4,066 1,903

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,025 1,890

非支配株主に係る四半期包括利益 40 12
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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。

　 （重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


