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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 31,529 △6.0 1,333 △23.4 1,548 △21.3 1,581 7.4

2020年3月期第3四半期 33,555 1.8 1,740 △9.5 1,967 △11.6 1,471 △13.6

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　2,648百万円 （62.5％） 2020年3月期第3四半期　　1,629百万円 （0.1％）

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

2021年3月期第3四半期 309.18 307.40

2020年3月期第3四半期 286.82 283.98

(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 52,523 32,111 61.1 6,262.34

2020年3月期 52,434 30,318 57.6 5,878.00

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 32,095百万円 2020年3月期 30,190百万円

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 ― 50.00 ― 70.00 120.00

2021年3月期 ― 50.00 ―

2021年3月期（予想） 60.00 110.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）2020年3月期期末配当金の内訳　　　　　 特別配当20円00銭

　　　2021年3月期期末配当金（予想）の内訳　特別配当10円00銭

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 45,040 △6.4 2,480 △16.9 2,750 △14.5 2,020 △14.2 396.54

（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） 2021年3月期3Q 5,140,000 株 2020年3月期 5,140,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 14,803 株 2020年3月期 3,767 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 5,113,690 株 2020年3月期3Q 5,131,420 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。
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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拡大の影響により、企業業績の落ち

込み、雇用・所得環境の悪化、個人消費の低迷など、厳しい状況となりました。政府による各種政策や民間による感

染症対策実施等により、景気の一部に持ち直しの動きが見られたものの、新型コロナウイルスの猛威は衰えを見せず、

先行きは依然として不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く環境は、公共投資に堅調な動きが見られるものの、新設住宅着工数や民間設備投資は軟調

な動きを見せており、予断を許さない状況が続きました。

このような経営環境の中、当社グループは、新型コロナウイルス感染症の予防対策を実施しつつ、「新中期経営計

画2020」に基づき、「基盤事業の収益向上」に努め、収益構造の変革や成長路線への進展のため「工場市場・グロー

バル市場での売上拡大」などに取り組んでまいりました。

こうした背景の中で、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、家庭用プロパンガスメーター

が需要下降期に転じたことによるガス関連機器の減少や、入札案件の選別受注継続から水道関連機器が減少するなど

により、前年同四半期比6.0％減収の315億２千９百万円となりました。

利益面につきましては、営業活動縮小による販売費及び一般管理費減少等のプラス面はあったものの、減収による

マイナスの影響が上回り、営業利益は前年同四半期比23.4％減益の13億３千３百万円、経常利益も前年同四半期比

21.3％減益の15億４千８百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別利益に投資有価証券売却

益を計上したことから前年同四半期比7.4％増益の15億８千１百万円となりました。

（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四半期連結貸借対照表の前連結会計年度末比増減は以下のとおりとなりまし

た。

流動資産は、12億８千万円減少し、319億９千９百万円となりました。これは、現金及び預金が13億４千９百万円増

加しましたが、売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が34億２千３百万円減少したことなどによります。固定

資産は、13億７千万円増加し、205億２千４百万円となりました。これは、株価上昇に伴い投資有価証券が11億３千８

百万円増加したことや、設備投資により有形固定資産が５億８千３百万円増加したことなどによります。この結果、

総資産は、８千９百万円増加し、525億２千３百万円となりました。

負債は、17億３百万円減少し、204億１千２百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が17億１千万円減少

したことなどによります。

純資産は、配当金の支払いなどがあったものの、株価上昇に伴いその他有価証券評価差額金が増加したことなども

あり、17億９千２百万円増加し、321億１千１百万円となりました。

（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月期の連結業績予想につきましては、2020年８月３日の「2021年３月期 第１四半期決算短信〔日本基

準〕（連結）」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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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 11,071 12,420

受取手形及び売掛金 13,556 10,132

製品 1,368 1,355

仕掛品 6,756 7,602

原材料及び貯蔵品 220 138

その他 319 355

貸倒引当金 △12 △7

流動資産合計 33,280 31,999

固定資産

有形固定資産 7,914 8,498

無形固定資産 78 85

投資その他の資産

投資有価証券 8,215 9,353

その他 2,949 2,591

貸倒引当金 △4 △5

投資その他の資産合計 11,160 11,940

固定資産合計 19,153 20,524

資産合計 52,434 52,523

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,647 4,936

短期借入金 298 921

１年内返済予定の長期借入金 55 5,022

未払法人税等 441 175

役員賞与引当金 57 41

その他 3,166 2,708

流動負債合計 10,664 13,805

固定負債

長期借入金 5,406 422

退職給付に係る負債 5,799 5,874

資産除去債務 5 6

その他 239 304

固定負債合計 11,451 6,607

負債合計 22,115 20,412
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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 3,218 3,218

資本剰余金 311 311

利益剰余金 24,962 25,850

自己株式 △14 △64

株主資本合計 28,478 29,316

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,907 3,773

為替換算調整勘定 △66 △124

退職給付に係る調整累計額 △1,129 △869

その他の包括利益累計額合計 1,712 2,779

新株予約権 127 15

純資産合計 30,318 32,111

負債純資産合計 52,434 52,523
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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 33,555 31,529

売上原価 25,279 23,902

売上総利益 8,276 7,627

販売費及び一般管理費 6,535 6,294

営業利益 1,740 1,333

営業外収益

受取配当金 187 232

その他 145 101

営業外収益合計 332 333

営業外費用

支払利息 37 33

固定資産売却損 33 0

為替差損 - 29

その他 34 55

営業外費用合計 105 118

経常利益 1,967 1,548

特別利益

投資有価証券売却益 - 530

特別利益合計 - 530

税金等調整前四半期純利益 1,967 2,078

法人税、住民税及び事業税 320 501

法人税等調整額 175 △3

法人税等合計 496 497

四半期純利益 1,471 1,581

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,471 1,581
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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 1,471 1,581

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 40 866

為替換算調整勘定 △75 △58

退職給付に係る調整額 192 259

その他の包括利益合計 157 1,067

四半期包括利益 1,629 2,648

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,629 2,648
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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。

　


