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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 29,131 2.3 6,377 22.9 6,479 23.2 4,177 23.9
2020年３月期第３四半期 28,486 △7.3 5,188 △22.3 5,259 △23.9 3,370 △26.1

(注)包括利益2021年３月期第３四半期 4,469百万円( 31.0％) 2020年３月期第３四半期 3,412百万円(△27.6％)

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 68.71 ―

2020年３月期第３四半期 55.44 ―
　

　

（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 62,942 45,444 68.2

2020年３月期 61,122 42,634 65.9
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 42,898百万円 2020年３月期 40,263百万円
　

　

　

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 ― 12.50 ― 12.50 25.00

2021年３月期 ― 12.50 ―

2021年３月期(予想) 17.50 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 ： 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 38,200 0.8 8,000 22.1 8,200 20.4 5,200 18.1 85.53
(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

　 (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 ： 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 63,200,000株 2020年３月期 63,200,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 2,405,136株 2020年３月期 2,405,136株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 60,794,864株 2020年３月期３Ｑ 60,794,884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あります。業績予想
のご利用にあたっての注意事項については、【添付資料】P.３「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。
　四半期決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載することとしております。
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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３四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年12月31日まで、以下「当第３四半期」という)の当社グル

ープを取り巻く事業環境は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け多くの業界からの受注は低調に推移し、

今後も予断を許さない状況が続いております。

一方、半導体・ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）分野においては、テレワーク拡大や５Ｇ通信サービスの

開始を背景に受注が好調に推移し、当社グループの業績にも大きく寄与いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、感染症拡大を防止し工場の操業を継続することに最大限注力しつつ、

中長期を見すえた新技術開発と一層のコスト削減、生産効率の向上に取り組んでまいりました。

以上の結果、当第３四半期における当社グループの連結業績は、売上高は前年同期比６億44百万円(2.3％)増の

291億31百万円、営業利益は同11億88百万円(22.9％)増の63億77百万円、経常利益は同12億20百万円(23.2％)増の64

億79百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同８億06百万円(23.9％)増の41億77百万円となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

[溶射加工(単体)]

新型コロナウイルス感染症の影響による製造業全般の稼働率低下や設備投資先送りなどにより産業機械分野や

鉄鋼分野の売上高が落ち込んだ一方で、活発な設備投資需要を背景とした半導体・ＦＰＤ分野の売上高が大きく

伸長したことにより、当セグメントの売上高は前年同期比15億50百万円(7.3％)増の227億03百万円、セグメント

利益(経常利益)は同13億41百万円(34.3％)増の52億52百万円となりました。

[国内子会社]

下期に入り自動車関連などで需要の回復がみられたものの、上期の自動車販売の冷え込みや建設機械の輸出低

迷の影響が大きく、切削工具向けＰＶＤ処理加工等が落ち込み、当セグメントの売上高は前年同期比３億55百万

円(19.9％)減の14億31百万円、セグメント利益(経常利益)は同１億13百万円(30.2％)減の２億62百万円となりま

した。

[海外子会社]

半導体・ＦＰＤ分野は概ね好調であったものの、中国で鉄鋼、石油分野を中心に溶射加工を行う東華隆（広

州）表面改質技術有限公司が減収となったことなどから、当セグメントの売上高は前年同期比３億02百万円(8.1

％)減の34億36百万円、セグメント利益(経常利益)は同17百万円(1.8％)減の９億46百万円となりました。

[その他表面処理加工]

その他表面処理加工については、米中貿易摩擦を背景とした農業機械部品向けＴＤ処理加工の減少や、鉄鋼・

自動車関連のＰＴＡ処理加工の低迷などにより、売上高の合計は前年同期比２億46百万円(13.7％)減の15億60百

万円、セグメント利益(経常利益)の合計は同１億07百万円(52.6％)減の96百万円となりました。

（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629億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億20百万円の増

加となりました。これは有価証券の増加などにより流動資産が10億52百万円増加したことや、主に溶射加工（単

体）セグメントでの半導体・ＦＰＤ分野に係る新棟建設、国内子会社セグメントでの新工場建設に伴う建設仮勘定

の増加などにより有形固定資産が９億44百万円増加したことによるものであります。

一方、当第３四半期連結会計期間末における負債は174億98百万円と前連結会計年度末比９億89百万円減少いたし

ました。これは主に長期借入金の返済による減少などにより固定負債が13億49百万円減少した一方、電子記録債務

の増加などにより流動負債が３億59百万円増加したことによるものであります。

また、当第３四半期連結会計期間末における純資産は454億44百万円と前連結会計年度末比28億09百万円増加いた

しました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資

本比率は68.2％(前連結会計年度末比2.3ポイントの上昇)となりました。
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（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月期通期の業績予想につきましては、当第３四半期実績の進捗が前回発表予想を上回ったことから、通

期の連結業績予想を下記のとおり修正いたします。

また、業績予想の上方修正に伴い、期末配当予想を前回予想から５円増額の17円50銭とし、2021年３月期の１株

当たり年間配当金(予想)を30円(連結配当性向35.1％)といたします。

なお、詳細につきましては、本日(2021年１月29日)公表の「連結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。

　・2021年３月期 通期 連結業績予想の修正 (2020年４月１日～2021年３月31日)
　

　 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

前回発表予想(Ａ)

（2020年10月30日）
37,000 6,600 6,800 4,400 72.37

今回修正予想(Ｂ)

（2021年１月29日）
38,200 8,000 8,200 5,200 85.53

増減額(Ｂ－Ａ) 1,200 1,400 1,400 800

増減率(％) 3.2 21.2 20.6 18.2

(ご参考) 前期実績

(2020年３月期)
37,896 6,550 6,812 4,404 72.45
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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 16,889 14,941

受取手形及び売掛金 11,712 11,726

有価証券 - 3,000

仕掛品 1,105 1,132

原材料及び貯蔵品 1,476 1,727

その他 673 380

貸倒引当金 △20 △19

流動資産合計 31,837 32,889

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,416 11,997

機械装置及び運搬具（純額） 4,207 3,860

土地 8,648 9,043

その他（純額） 1,513 2,829

有形固定資産合計 26,786 27,730

無形固定資産 338 278

投資その他の資産

投資その他の資産 2,160 2,048

貸倒引当金 △0 △5

投資その他の資産合計 2,160 2,043

固定資産合計 29,285 30,053

資産合計 61,122 62,942
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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 1,157 1,004

電子記録債務 3,660 4,298

短期借入金 47 -

1年内返済予定の長期借入金 2,083 1,874

未払法人税等 737 1,058

賞与引当金 1,018 620

その他 2,619 2,826

流動負債合計 11,323 11,683

固定負債

長期借入金 6,015 4,661

退職給付に係る負債 1,085 1,096

その他 63 56

固定負債合計 7,163 5,814

負債合計 18,487 17,498

純資産の部

株主資本

資本金 2,658 2,658

資本剰余金 2,293 2,293

利益剰余金 35,898 38,555

自己株式 △773 △773

株主資本合計 40,076 42,734

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △12 △9

為替換算調整勘定 198 173

その他の包括利益累計額合計 186 164

非支配株主持分 2,371 2,545

純資産合計 42,634 45,444

負債純資産合計 61,122 62,942
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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 28,486 29,131

売上原価 18,666 18,279

売上総利益 9,820 10,852

販売費及び一般管理費 4,631 4,475

営業利益 5,188 6,377

営業外収益

受取利息及び配当金 4 6

受取ロイヤリティー 96 148

受取技術料 17 -

その他 47 39

営業外収益合計 166 193

営業外費用

支払利息 12 9

技術者派遣費用 10 -

支払補償費 33 25

為替差損 31 49

その他 7 7

営業外費用合計 96 91

経常利益 5,259 6,479

特別利益

固定資産売却益 0 1

保険解約返戻金 - 12

特別利益合計 0 13

特別損失

固定資産除売却損 12 8

特別損失合計 12 8

税金等調整前四半期純利益 5,247 6,484

法人税等 1,572 1,998

四半期純利益 3,674 4,486

非支配株主に帰属する四半期純利益 303 309

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,370 4,177
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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 3,674 4,486

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1 2

為替換算調整勘定 △260 △20

その他の包括利益合計 △262 △17

四半期包括利益 3,412 4,469

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,197 4,155

非支配株主に係る四半期包括利益 214 314
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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。

３．その他

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日

至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)

生産高(百万円) 生産高(百万円) 金額(百万円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

10,416 13,540 3,124 ＋30.0

産業機械用部品への加工 3,653 3,134 △ 519 △14.2

鉄鋼用設備部品への加工 2,817 2,390 △ 426 △15.2

その他の溶射加工 4,266 3,638 △ 627 △14.7

溶射加工(単体) 計 21,153 22,703 1,550 ＋7.3

その他表面処理加工 1,807 1,560 △ 246 △13.7

国内子会社 1,786 1,431 △ 355 △19.9

海外子会社 3,739 3,436 △ 302 △8.1

合 計 28,486 29,131 644 ＋2.3

(注) 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

② 受注状況

(受注高)

セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日

至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)

受注高(百万円) 受注高(百万円) 金額(百万円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

10,196 13,693 3,496 ＋34.3

産業機械用部品への加工 3,318 2,916 △ 401 △12.1

鉄鋼用設備部品への加工 3,110 2,268 △ 841 △27.1

その他の溶射加工 4,346 3,707 △ 638 △14.7

溶射加工(単体) 計 20,971 22,586 1,614 ＋7.7

その他表面処理加工 1,763 1,528 △ 235 △13.3

国内子会社 1,769 1,441 △ 328 △18.5

海外子会社 3,519 3,405 △ 114 △3.3

合 計 28,023 28,960 936 ＋3.3

(注) 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。
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(受注残高)

セグメントの名称

前第３四半期

連結会計期間末

当第３四半期

連結会計期間末 前年同四半期比

(2019年12月31日) (2020年12月31日)

受注残高(百万円) 受注残高(百万円) 金額(百万円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

1,943 3,030 1,087 ＋55.9

産業機械用部品への加工 567 391 △ 176 △31.0

鉄鋼用設備部品への加工 1,086 726 △ 359 △33.1

その他の溶射加工 529 552 23 ＋4.5

溶射加工(単体) 計 4,126 4,701 575 ＋13.9

その他表面処理加工 217 212 △ 4 △2.0

国内子会社 33 47 14 ＋42.4

海外子会社 1,241 1,062 △ 178 △14.4

合 計 5,618 6,024 406 ＋7.2

(注) 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

③ 販売実績

セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日

至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)

販売高(百万円) 販売高(百万円) 金額(百万円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

10,416 13,540 3,124 ＋30.0

産業機械用部品への加工 3,653 3,134 △ 519 △14.2

鉄鋼用設備部品への加工 2,817 2,390 △ 426 △15.2

その他の溶射加工 4,266 3,638 △ 627 △14.7

溶射加工(単体) 計 21,153 22,703 1,550 ＋7.3

その他表面処理加工 1,807 1,560 △ 246 △13.7

国内子会社 1,786 1,431 △ 355 △19.9

海外子会社 3,739 3,436 △ 302 △8.1

合 計 28,486 29,131 644 ＋2.3

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

以 上

　


