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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 15,320 △24.5 △519 － △501 － △468 －

2020年３月期第３四半期 20,279 △9.0 74 △89.6 110 △86.2 87 △84.3
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 △696百万円( －％) 2020年３月期第３四半期 123百万円(△62.3％)
　

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 △20.92 －

2020年３月期第３四半期 3.92 －
　

　

（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 21,372 12,437 57.9

2020年３月期 22,979 13,313 57.7
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 12,375百万円 2020年３月期 13,257百万円
　

　　

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 － － － 8.00 8.00

2021年３月期 － － －

2021年３月期(予想) 3.00 3.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　2020年３月期期末配当金の内訳 普通配当７円00銭 創立70周年記念配当１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 21,600 － △510 － △470 － △530 － △23.66
(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 ： 有
　

(注)詳細は、添付資料P.7「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半
期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

　

（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 22,558,063株 2020年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 153,007株 2020年３月期 152,914株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 22,405,056株 2020年３月期３Ｑ 22,405,296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感染症の世界的な拡大を背景に経済活動

が大きく停滞し、景況感が急速に悪化しました。後半にかけては、企業収益の減少幅に縮小の兆しが見られたもの

の、同感染症の収束の目処は立っておらず、景気見通しは依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況下におきまして、当第３四半期連結累計期間の売上高は153億2千万円と前年同四半期比24.5％減

少し、営業損失につきましては5億1千9百万円（前年同四半期は7千4百万円の利益）となりました。

経常損失は5億1百万円（前年同四半期は1億1千万円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失につきまして

は4億6千8百万円（前年同四半期は8千7百万円の利益）となりました。

セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等を販売しております商事部門は、売上高

は86億1千9百万円と前年同四半期比24.4％減少し、セグメント利益（営業利益)は2億円と前年同四半期比34.8％の

減少となりました。

焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鈑金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきまして

は、売上高は7億4千8百万円と前年同四半期比25.5％減少し、セグメント利益（営業利益）は5千8百万円と前年同四

半期比16.1％の減少となりました。鈑金加工品部門は、売上高は35億1千6百万円と前年同四半期比31.1％減少し、1

億7千8百万円のセグメント損失（営業損失）（前年同四半期は4億2千8百万円の利益）となりました。

また、海外事業につきましては、売上高は24億3千4百万円と前年同四半期比12.2％減少し、6千3百万円のセグメ

ント損失（営業損失）（前年同四半期は5千5百万円の利益）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、前連結会計年度末より16億7百万円減少し、213億7千2百万円と

なりました。主な内訳は以下のとおりであります。

　（イ）流動資産

流動資産の残高は、主に商品及び製品の減少により131億7千4百万円（前連結会計年度末比10億4千3百万円減少）

となりました。

　（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に機械装置及び運搬具の減少により81億9千8百万円（前連結会計年度末比5億6千3百万円減

少）となりました。

　（ハ）流動負債

流動負債の残高は、主に支払手形及び買掛金の減少により66億4千3百万円（前連結会計年度末比8億6千4百万円減

少）となりました。

　（二）固定負債

固定負債の残高は、主に長期借入金の増加、役員退職慰労引当金の減少により22億9千1百万円（前連結会計年度

末比1億3千3百万円増加）となりました。

　（ホ）純資産

純資産の残高は、主に利益剰余金の減少により124億3千7百万円（前連結会計年度末比8億7千6百万円減少）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

経営環境等を勘案して、2020年11月13日に発表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細は、

本日（2021年２月８日）公表いたしました「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：千円)

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 3,254,903 2,998,090

受取手形及び売掛金 5,354,050 5,106,868

電子記録債権 1,528,514 1,775,277

商品及び製品 2,763,504 2,099,014

仕掛品 536,839 468,854

原材料及び貯蔵品 525,816 460,662

その他 263,161 274,871

貸倒引当金 △8,804 △9,549

流動資産合計 14,217,984 13,174,090

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,622,225 1,471,948

機械装置及び運搬具（純額） 2,863,407 2,266,425

工具、器具及び備品（純額） 219,108 155,830

土地 1,488,790 1,432,373

リース資産（純額） 113,443 171,475

建設仮勘定 230,131 500,583

有形固定資産合計 6,537,107 5,998,637

無形固定資産 62,818 90,525

投資その他の資産

投資有価証券 1,249,092 1,335,056

退職給付に係る資産 147,678 159,862

その他 773,317 614,150

貸倒引当金 △8,000 －

投資その他の資産合計 2,162,088 2,109,068

固定資産合計 8,762,014 8,198,231

資産合計 22,979,999 21,372,322
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(単位：千円)

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 5,968,791 5,151,895

短期借入金 581,951 412,437

未払法人税等 15,849 15,307

未払消費税等 115,090 71,150

賞与引当金 187,942 47,785

役員賞与引当金 35,000 －

その他 603,553 944,741

流動負債合計 7,508,178 6,643,316

固定負債

長期借入金 635,895 818,208

役員退職慰労引当金 439,686 318,429

退職給付に係る負債 840,830 846,910

その他 242,095 308,276

固定負債合計 2,158,507 2,291,825

負債合計 9,666,686 8,935,141

純資産の部

株主資本

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金 1,476,445 1,476,445

利益剰余金 9,461,609 8,813,549

自己株式 △40,982 △41,008

株主資本合計 12,745,918 12,097,833

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 246,681 358,701

為替換算調整勘定 281,514 △67,644

退職給付に係る調整累計額 △17,078 △13,603

その他の包括利益累計額合計 511,117 277,453

非支配株主持分 56,276 61,893

純資産合計 13,313,312 12,437,180

負債純資産合計 22,979,999 21,372,322
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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：千円)
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 20,279,315 15,320,321

売上原価 17,771,431 13,962,953

売上総利益 2,507,883 1,357,367

販売費及び一般管理費 2,433,028 1,876,715

営業利益又は営業損失（△） 74,854 △519,347

営業外収益

受取利息 34,367 7,023

受取配当金 46,574 36,551

雇用調整助成金 － 50,266

その他 37,692 43,102

営業外収益合計 118,634 136,943

営業外費用

支払利息 57,038 52,398

為替差損 22,085 40,046

その他 3,427 26,659

営業外費用合計 82,552 119,104

経常利益又は経常損失（△） 110,936 △501,509

特別利益

固定資産売却益 2,233 48

投資有価証券売却益 － 104,544

その他 288 260

特別利益合計 2,522 104,852

特別損失

固定資産除却損 2,557 454

製品補償損失 － 104,234

課徴金 － 30,619

その他 6 －

特別損失合計 2,564 135,308

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

110,894 △531,965

法人税等 21,126 △63,240

四半期純利益又は四半期純損失（△） 89,768 △468,724

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,045 93

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

87,723 △468,818
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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：千円)
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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 89,768 △468,724

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 15,778 118,129

為替換算調整勘定 14,970 △349,745

退職給付に係る調整額 2,962 3,474

その他の包括利益合計 33,711 △228,141

四半期包括利益 123,479 △696,865

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 120,756 △702,482

非支配株主に係る四半期包括利益 2,723 5,616
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算)

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益及びこれに対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、

当該見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法

を採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　


