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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 32,722 6.6 1,851 32.2 2,000 24.9 1,327 20.4

2020年３月期第３四半期 30,702 20.6 1,399 164.6 1,601 136.5 1,102 114.3
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 2,519百万円( 137.0％) 2020年３月期第３四半期 1,063百万円( －％)

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

2021年３月期第３四半期 174.94 －

2020年３月期第３四半期 140.99 －
　　

（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

2021年３月期第３四半期 47,052 23,317 49.4 3,064.36

2020年３月期 48,545 21,259 43.7 2,795.96
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 23,254百万円 2020年３月期 21,217百万円

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 － 60.00 60.00

2021年３月期 － 0.00 －

2021年３月期(予想) 60.00 60.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　　

３．2021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 49,000 8.7 2,400 8.0 2,500 3.6 2,150 15.6 283.32
(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

（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 7,913,950株 2020年３月期 7,913,950株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 325,278株 2020年３月期 325,241株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 7,588,701株 2020年３月期３Ｑ 7,819,919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。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Ｐ．２「１．当四半
期決算に関する定性的情報 （３） 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。
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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の感染拡大に伴い４月から５月にかけて

は緊急事態宣言が発令され、社会経済活動の制限や自粛により景気は急速に悪化し、極めて厳しい状況となりまし

た。緊急事態宣言解除後は、経済活動の再開に伴い一部に持ち直しの動きもみられましたが、11月以降、新型コロ

ナウイルスの感染が再拡大し、個人消費は持ち直しの動きに足踏みがみられ、民間設備投資も先行き不透明感から

企業の慎重姿勢が続く等、依然として景気は厳しい状況が続いております。

このような事業環境の下、当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は、前連結会計年度の受注

高の増加を反映し、32,722百万円と前年同四半期に比べ6.6％の増加となりました。損益面におきましては、売上高

の増加による売上総利益の増加により、営業利益は前年同四半期に比べ32.2％増加の1,851百万円となりました。経

常利益は前年同四半期に比べ24.9％増加の2,000百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期

に比べ20.4％増加の1,327百万円となりました。

なお、当社グループでは、売上高が連結会計年度末に偏る傾向があります。

セグメントの業績は次のとおりであります。

エンジニアリング事業については、売上高23,937百万円(前年同四半期比12.2％増加)、営業利益943百万円(前年

同四半期比70.6％増加)となりました。

単体機械事業については、売上高8,785百万円(前年同四半期比6.2％減少)、営業利益907百万円(前年同四半期比

7.2％増加)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,492百万円減少の47,052百万円となり

ました。これは、受取手形及び売掛金の増加2,040百万円、仕掛品の増加670百万円、主として前渡金の増加による

流動資産のその他の増加461百万円、株価上昇に伴う時価のある有価証券の評価差額の増加1,470百万円等がありま

したが、現金及び預金の減少5,259百万円、主として繰延税金資産の減少による固定資産のその他の減少865百万円

等の影響によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ3,551百万円減少の23,734百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の

減少711百万円、電子記録債務の減少680百万円、未払法人税等の減少546百万円、前受金の減少480百万円、賞与引

当金の減少470百万円、主として未払金及び預り金の減少による流動負債のその他の減少642百万円等の影響による

ものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ2,058百万円増加の23,317百万円となりました。これは、親会社株主に帰属す

る四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加866百万円、その他有価証券評価差額金の増加1,015百万円、退職

給付に係る調整累計額の増加147百万円等の影響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

通期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の実績及び今後の経済動向を勘案し、2020年10

月30日に公表した2021年３月期の連結業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日(2021年1月29日)公表いたしました「2021年３月期通期連結業績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 9,263 4,004

受取手形及び売掛金 18,378 20,419

電子記録債権 1,394 1,491

製品 871 868

仕掛品 1,879 2,550

材料貯蔵品 797 800

その他 1,216 1,677

貸倒引当金 △11 △10

流動資産合計 33,789 31,801

固定資産

有形固定資産 4,995 4,831

無形固定資産 224 277

投資その他の資産

投資有価証券 7,485 8,956

その他 2,112 1,247

貸倒引当金 △63 △61

投資その他の資産合計 9,535 10,142

固定資産合計 14,755 15,250

資産合計 48,545 47,052

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,188 7,477

電子記録債務 2,597 1,916

1年内返済予定の長期借入金 1,600 600

未払法人税等 617 71

前受金 2,072 1,591

賞与引当金 748 277

役員賞与引当金 24 －

完成工事補償引当金 836 819

受注工事損失引当金 214 168

その他 1,688 1,046

流動負債合計 18,588 13,969

固定負債

長期借入金 1,700 3,000

ＰＣＢ処理引当金 2 －

役員報酬ＢＩＰ信託引当金 48 75

退職給付に係る負債 6,772 6,513

その他 174 176

固定負債合計 8,697 9,764

負債合計 27,285 23,734
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,956 3,956

資本剰余金 4,200 4,200

利益剰余金 13,001 13,868

自己株式 △591 △591

株主資本合計 20,567 21,434

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,666 3,682

繰延ヘッジ損益 △7 0

為替換算調整勘定 △252 △253

退職給付に係る調整累計額 △1,756 △1,608

その他の包括利益累計額合計 650 1,820

非支配株主持分 41 63

純資産合計 21,259 23,317

負債純資産合計 48,545 47,052
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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 30,702 32,722

売上原価 25,481 27,040

売上総利益 5,220 5,682

販売費及び一般管理費 3,820 3,831

営業利益 1,399 1,851

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 270 250

その他 38 12

営業外収益合計 310 263

営業外費用

支払利息 30 29

支払手数料 31 49

為替差損 21 －

その他 25 35

営業外費用合計 108 114

経常利益 1,601 2,000

特別損失

減損損失 － 69

特別損失合計 － 69

税金等調整前四半期純利益 1,601 1,930

法人税、住民税及び事業税 166 238

法人税等調整額 302 342

法人税等合計 469 580

四半期純利益 1,132 1,349

非支配株主に帰属する四半期純利益 29 22

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,102 1,327
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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 1,132 1,349

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △159 1,015

繰延ヘッジ損益 3 8

為替換算調整勘定 △18 △1

退職給付に係る調整額 106 147

その他の包括利益合計 △68 1,169

四半期包括利益 1,063 2,519

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,033 2,497

非支配株主に係る四半期包括利益 29 21
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

合計

エンジニアリング事業 単体機械事業

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

21,331 9,371 30,702

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － －

計 21,331 9,371 30,702

セグメント利益
(営業利益)

552 846 1,399

Ⅱ 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)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

合計

エンジニアリング事業 単体機械事業

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

23,937 8,785 32,722

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － －

計 23,937 8,785 32,722

セグメント利益
(営業利益)

943 907 1,851
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（重要な後発事象）

(投資有価証券の売却)

当社は、当社が保有する投資有価証券(上場有価証券４銘柄)を2021年１月に売却しました。

（１）投資有価証券売却の理由

コーポレートガバナンス・コードに基づく政策保有株式の見直しによる資産効率の向上と財務体質の強化を

はかるため。

（２）投資有価証券売却の年月日

2021年１月５日

（３）投資有価証券売却の内容

売却投資有価証券 当社保有の投資有価証券

（４）損益に与える影響

第４四半期連結会計期間において投資有価証券売却益712百万円を特別利益に計上いたします。

　


