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(百万円未満四捨五入)

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 82,904 △19.8 4,400 △12.8 3,799 △11.2 2,436 △33.3

2020年３月期第３四半期 103,337 △4.4 5,044 △32.2 4,277 △35.1 3,654 △41.3
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 3,117百万円( △18.2％) 2020年３月期第３四半期 3,808百万円( △31.8％）

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 160.40 －

2020年３月期第３四半期 240.09 －
　

(注)当社は、2019年10月１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連
結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

　

（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 155,994 53,585 34.3

2020年３月期 158,568 51,131 32.2
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 53,580百万円 2020年３月期 51,126百万円

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 － 3.00 － 30.00 －

2021年３月期 － 15.00 －

2021年３月期(予想) 30.00 45.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

当社は、2019年10月１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施したため、2020年３
月期の１株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額で記載し、年間配当金の合計額は
「－」と記載しております。
(参考) 配当予想の修正については、本日（2021年２月４日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら
せ」をご参照下さい。

　

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 112,000 △17.9 5,700 △27.3 4,400 △30.6 2,900 △45.5 190.96
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

(参考) 連結業績予想の修正については、本日（2021年２月４日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお
知らせ」をご参照下さい。

　　



※ 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 15,497,333株 2020年３月期 15,497,333株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 305,195株 2020年３月期 318,928株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 15,186,546株 2020年３月期３Ｑ 15,220,930株

(注)当社は、2019年10月１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前
連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中
平均株式数」を算定しております。

※ 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についてのご注意）
　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。
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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、新型コロナウィルス感染症（以下、「感染症」とする）の拡大に

より落ち込んだ国内民間企業の設備投資や個人消費に一部下げ止まりが見られ、また自動車・輸送用機器関連やＩＴ関

連の需要増による輸出の増加等、国内外ともに感染症影響からの回復傾向が持続しましたが、全体的には低調に推移し

ました。

　ステンレス特殊鋼業界におきましては、自動車関連での需要回復の動きに加え、生産用機械等の設備投資が底打ちし、

需要は緩やかに回復に向かいました。また当社グループの戦略分野である高機能材につきましては、中国向けの需要が

回復傾向にあるものの、欧米を中心とした感染症拡大の再加速に伴う各国のロックダウン再実施により、販売ターゲッ

トプロジェクトの停滞が解消されず、排煙脱硫装置や船舶向けSOxスクラバー向け材料、石油・ガス関連材料等の環境・

エネルギー分野の海外の大型案件向け需要が引き続き低調に推移いたしました。

　当社グループではこうした需要回復の動きを逃さず販売数量の確保に繋げるため、需要レベルに見合った生産水準を

維持しつつ高機能材を中心としたリードタイム短縮に取り組んだ他、引き続き原料価格に見合ったロールマージンの確

保及び徹底したコストダウンを実施した結果、当第３四半期連結累計期間の販売数量につきましては前年同期比21.1%減

（高機能材18.6%減、一般材21.2%減）となり、売上高は82,904百万円（前年同期比20,433百万円減）となりました。ま

た、利益面につきましては、営業利益4,400百万円（前年同期比644百万円減）、経常利益3,799百万円（前年同期比478

百万円減）、親会社株主に帰属する当期純利益2,436百万円（前年同期比1,218百万円減）となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　ステンレス特殊鋼業界につきましては、国内では2020年５月25日に１回目の緊急事態宣言が解除されて以降、緩やか

に生産・消費活動の回復が見られたものの、長引く感染症拡大や2021年１月７日以降一部地域において発出された２回

目の緊急事態宣言により雇用や所得の減少が深刻化する等、景気減速が今後懸念されること、また海外では中国経済の

回復基調が鮮明となる一方、米国・欧州を中心に感染症拡大に歯止めが掛からない状況となっていることから、これま

でと同様に本格的な需要回復は2022年度以降と想定しております。

　このような事業環境の下、当社グループとしましては「中期経営計画2020」に基づく諸施策について着実に実行し事

業基盤の強化と収益確保に努めてまいります。

　これらを踏まえた2021年３月期の業績予想は下記の通りであります。

2021年３月期 連結業績予想

　 （単位：百万円）

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

2021年３月期の連結業績予想 112,000 5,700 4,400 2,900

　なお、本業績予想において、為替レートは103円／米ドルを前提としております。

　また、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の実績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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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 17,491 19,420

受取手形及び売掛金 20,404 17,121

商品及び製品 9,887 8,106

仕掛品 18,298 14,984

原材料及び貯蔵品 7,557 8,474

その他 1,201 1,364

貸倒引当金 △252 △226

流動資産合計 74,587 69,243

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,061 11,857

機械装置及び運搬具（純額） 25,575 26,503

土地 38,670 38,751

その他（純額） 3,257 3,413

有形固定資産合計 78,563 80,524

無形固定資産 1,123 1,230

投資その他の資産

投資有価証券 3,481 4,225

その他 799 763

貸倒引当金 △25 △23

投資その他の資産合計 4,256 4,965

固定資産合計 83,942 86,720

繰延資産

社債発行費 39 31

繰延資産合計 39 31

資産合計 158,568 155,994
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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 16,853 14,735

短期借入金 32,607 28,280

1年内償還予定の社債 154 154

1年内返済予定の長期借入金 6,037 5,435

賞与引当金 1,346 593

役員賞与引当金 3 －

事業整理損失引当金 27 27

その他 7,002 8,479

流動負債合計 64,029 57,703

固定負債

社債 5,077 5,000

長期借入金 20,000 20,653

退職給付に係る負債 10,316 10,528

環境対策引当金 267 163

金属鉱業等鉱害防止引当金 5 5

その他 7,744 8,357

固定負債合計 43,409 44,706

負債合計 107,437 102,409

純資産の部

株主資本

資本金 24,301 24,301

資本剰余金 9,542 9,542

利益剰余金 15,474 17,213

自己株式 △736 △701

株主資本合計 48,582 50,355

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 688 1,373

繰延ヘッジ損益 △1 △0

土地再評価差額金 1,720 1,720

為替換算調整勘定 137 132

その他の包括利益累計額合計 2,544 3,225

非支配株主持分 5 5

純資産合計 51,131 53,585

負債純資産合計 158,568 155,994
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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 103,337 82,904

売上原価 89,534 70,555

売上総利益 13,803 12,350

販売費及び一般管理費 8,759 7,950

営業利益 5,044 4,400

営業外収益

受取配当金 105 76

固定資産賃貸料 69 68

為替差益 4 －

その他 80 120

営業外収益合計 259 265

営業外費用

支払利息 442 387

為替差損 － 81

その他 584 397

営業外費用合計 1,025 865

経常利益 4,277 3,799

特別利益

固定資産売却益 5 5

特別利益合計 5 5

特別損失

減損損失 44 －

投資有価証券評価損 － 255

災害による損失 76 －

特別損失合計 120 255

税金等調整前四半期純利益 4,161 3,549

法人税等 507 1,113

四半期純利益 3,654 2,436

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,654 2,436
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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 3,654 2,436

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 107 685

繰延ヘッジ損益 2 0

為替換算調整勘定 45 △5

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

その他の包括利益合計 154 681

四半期包括利益 3,808 3,117

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,808 3,117

非支配株主に係る四半期包括利益 0 0
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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。

　


