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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 3,267 △12.8 △43 ― △12 ― △19 ―

2020年３月期第３四半期 3,748 △0.5 △71 ― △38 ― △38 ―
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 △0百万円( ―％) 2020年３月期第３四半期 △34百万円( ―％)

　

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 △5.42 ―

2020年３月期第３四半期 △10.55 ―
　

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失である
ため、記載しておりません。

（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 5,035 2,319 45.8 626.46

2020年３月期 5,115 2,315 44.5 626.64
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 2,307百万円 2020年３月期 2,274百万円
　

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 0.00
2021年３月期 ― ― ―

2021年３月期(予想) 0.00 0.00
(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 4,600 △11.0 25 ― 60 ― 40 ― 10.86
(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 ： 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 3,833,543株 2020年３月期 3,833,543株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 150,541株 2020年３月期 203,941株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 3,665,662株 2020年３月期３Ｑ 3,620,178株

　
(注) 期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ

口）が保有する当社株式98,600株を含めております。
　

※ 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
・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の経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により社会経済活

動や個人消費が停滞し、景気が急速に悪化して非常に厳しい状況が続いております。4月に発令された非常事態宣言

解除後も、感染拡大の防止策を講じながら社会経済活動レベルの段階的な引き上げが期待されますが、11月以降に

再び全国的に感染者が増加するなど、依然として収束する時期が見通せず先行きが不透明な状況にあります。

当社関連業界におきましては、前年同期と比べて新設住宅着工戸数は減少しており、新型コロナウイルスの感染

拡大による外出自粛が大きく影響していると予想されます。当面は、新型コロナウイルスの影響により消費者マイ

ンドが冷え込んでおり、減少傾向が続くと予想されます。

こうした状況の中、従業員の安全に配慮しながら「フロントスリム」トイレを中心とした『提案営業』と工場運

営を進めてまいりましたが、経済活動の自粛が影響し、売上高につきましては、前年同期と比較して12.8％減少し

ました。生産面では、生産ラインの見直しと燃費効率の高い焼成炉に衛生陶器の生産を集約させて製造原価低減に

努めると共に全社で『業績を尊重する精神』を意識したコスト削減活動とコロナ対策・働き方改革に伴う生産性向

上の改善活動に取り組んでまいりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,267百万円（前年同四半期比481百万円減）、営業損失は43百

万円（前年同四半期は営業損失71百万円）、経常損失は12百万円（前年同四半期は経常損失38百万円）、親会社株

主に帰属する四半期純損失は19百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失38百万円）となりまし

た。

なお当社は、衛生機器の製造・販売の単一セグメントであります。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、74百万円減少し2,250百万円となりました。これは主として、受取手形

及び売掛金の減少377百万円と現金及び預金の増加135百万円、製品の増加97百万円、電子記録債権の増加43百万円

によるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、５百万円減少し2,785百万円となりました。これは主として、有形固定

資産の減少33百万円と投資有価証券の増加21百万円によるものです。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて80百万円減少し、5,035百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、43百万円減少し1,673百万円となりました。これは主として、支払手形

及び買掛金の減少80百万円、製品保証引当金の減少68百万円、電子記録債務の減少62百万円、賞与引当金の減少39

百万円と短期借入金の増加200百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、40百万円減少し1,042百万円となりました。これは主として、長期借入

金の減少30百万円、退職給付に係る負債の減少11百万円によるものです。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて84百万円減少し2,716百万円となりました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて４百万円増加し2,319百万円となりました。これは主として、自己株式の減

少による増加35百万円、その他有価証券評価差額金の増加16百万円と新株予約権の減少28百万円、利益剰余金の減

少19百万円によるものであり、自己資本比率は45.8％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

連結業績予想につきましては、2020年10月26日発表の通期の業績予想に変更ありません。
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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：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 268,577 404,335

受取手形及び売掛金 1,077,360 699,677

電子記録債権 189,929 233,639

製品 465,219 562,827

仕掛品 151,690 160,421

原材料及び貯蔵品 119,064 135,158

前渡金 2,812 2,839

前払費用 13,700 14,330

その他 36,396 37,172

流動資産合計 2,324,751 2,250,403

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 393,650 383,928

構築物（純額） 16,818 15,390

機械及び装置（純額） 259,184 217,877

車両運搬具（純額） 583 354

工具、器具及び備品（純額） 22,265 14,846

土地 1,440,125 1,440,125

建設仮勘定 9,330 36,330

有形固定資産合計 2,141,958 2,108,853

投資その他の資産

投資有価証券 171,273 193,004

出資金 141 141

長期貸付金 14,480 13,400

長期前払費用 17,997 15,285

差入保証金 18,216 17,347

投資不動産（純額） 176,319 174,893

繰延税金資産 37,289 33,457

長期未収入金 222,031 236,652

その他 8,100 8,100

貸倒引当金 △16,700 △15,800

投資その他の資産合計 649,148 676,481

固定資産合計 2,791,106 2,785,335

資産合計 5,115,858 5,035,738
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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 435,058 354,233

電子記録債務 279,842 216,940

短期借入金 500,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 59,880 44,850

リース債務 304 203

未払金 39,140 41,090

未払費用 52,644 38,888

未払法人税等 15,144 7,923

未払消費税等 17,456 30,425

前受金 4,136 12,136

預り金 5,729 20,204

設備関係支払手形 4,016 4,980

設備関係電子記録債務 2,578 9,212

賞与引当金 55,335 15,672

製品保証引当金 245,197 176,354

流動負債合計 1,716,464 1,673,117

固定負債

長期借入金 134,960 104,930

リース債務 126 ―

再評価に係る繰延税金負債 339,176 339,176

退職給付に係る負債 473,959 462,798

資産除去債務 11,938 12,141

長期未払金 4,768 3,138

長期預り保証金 118,908 120,697

固定負債合計 1,083,838 1,042,883

負債合計 2,800,302 2,716,000

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 187,438 184,689

利益剰余金 426,997 407,142

自己株式 △151,735 △116,148

株主資本合計 1,462,700 1,475,683

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 27,700 44,356

土地再評価差額金 781,747 781,747

退職給付に係る調整累計額 2,299 5,476

その他の包括利益累計額合計 811,747 831,580

新株予約権 41,107 12,474

純資産合計 2,315,555 2,319,738

負債純資産合計 5,115,858 5,035,738
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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 3,748,543 3,267,033

売上原価 2,988,849 2,567,141

売上総利益 759,693 699,892

販売費及び一般管理費 831,164 743,629

営業損失（△） △71,471 △43,737

営業外収益

受取利息 290 251

受取配当金 7,493 6,934

受取賃貸料 34,831 35,659

その他 10,187 8,181

営業外収益合計 52,802 51,027

営業外費用

支払利息 1,650 1,532

売上割引 12,270 11,783

その他 5,678 6,158

営業外費用合計 19,600 19,473

経常損失（△） △38,268 △12,184

特別利益

固定資産売却益 5,226 ―

受取保険金 992 ―

特別利益合計 6,218 ―

特別損失

固定資産除売却損 625 1,188

特別損失合計 625 1,188

税金等調整前四半期純損失（△） △32,675 △13,372

法人税、住民税及び事業税 5,563 6,537

法人税等調整額 △55 △55

法人税等合計 5,507 6,482

四半期純損失（△） △38,182 △19,854

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △38,182 △19,854
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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)

四半期純損失（△） △38,182 △19,854

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,894 16,655

退職給付に係る調整額 5,127 3,177

その他の包括利益合計 3,233 19,832

四半期包括利益 △34,949 △21

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △34,949 △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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

法人税等の算定方法

当連結会計年度の税引前当期純利益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しております。

（セグメント情報等）

当社の事業は、衛生機器の製造・販売の単一セグメントであり、開示対象となるセグメントはありませんので、

記載を省略しております。

　


