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(百万円未満切捨て)
１．2020年12月期の連結業績（2020年１月１日～2020年12月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期 22,817 △0.3 2,864 △6.8 2,836 △4.3 2,539 6.5

2019年12月期 22,877 △6.7 3,074 △26.4 2,963 △31.5 2,383 △26.2
(注) 包括利益 2020年12月期 1,447百万円( △44.6％) 2019年12月期 2,610百万円( 345.3％)

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2020年12月期 147.01 － 4.7 4.9 12.6

2019年12月期 137.98 － 4.5 5.2 13.4
(参考) 持分法投資損益 2020年12月期 －百万円 2019年12月期 －百万円

（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

2020年12月期 58,032 53,966 93.0 3,123.78

2019年12月期 57,418 53,556 93.3 3,100.01
(参考) 自己資本 2020年12月期 53,966百万円 2019年12月期 53,556百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2020年12月期 5,071 684 △1,112 15,550

2019年12月期 5,041 △1,908 △1,110 10,965

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2019年12月期 － 30.00 － 30.00 60.00 1,036 43.5 2.0

2020年12月期 － 30.00 － 40.00 70.00 1,209 47.6 2.2

2021年12月期(予想) － 30.00 － 30.00 60.00 42.3
　

(注)2020年12月期期末配当金40円の内訳は、普通配当30円、特別配当10円であります。

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 11,300 2.5 1,400 3.8 1,450 3.4 1,050 △2.6 60.78

通 期 23,500 3.0 3,200 11.7 3,300 16.3 2,450 △3.5 141.81

　



※ 注記事項

（１）期中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）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
　　

（３）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) 2020年12月期 19,780,000株 2019年12月期 19,780,000株

② 期末自己株式数 2020年12月期 2,503,910株 2019年12月期 2,503,801株

③ 期中平均株式数 2020年12月期 17,276,137株 2019年12月期 17,276,337株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2020年12月期の個別業績（2020年１月１日～2020年12月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期 16,033 3.5 1,652 0.5 2,519 16.4 2,327 27.1

2019年12月期 15,487 △12.6 1,644 △49.1 2,165 △49.1 1,830 △46.8
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2020年12月期 134.75 －

2019年12月期 105.98 －
　

　

（２）個別財政状態

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

2020年12月期 47,278 44,416 93.9 2,570.96

2019年12月期 46,794 44,100 94.2 2,552.65

(参考) 自己資本 2020年12月期 44,416百万円 2019年12月期 44,100百万円
　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値とは異なる場合があります。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における事業環境は、年初から発生した新型コロナウィルスの感染拡大への対応や米中関係の緊

張感の高まりによる様子見などから、先行き不透明な状況が続いていました。

当社グループに関連深い電子機器業界では、今後有望な新技術への期待感が高く、不透明な環境にあっても常に

新たな取組みを続けており、めまぐるしい変化が見られました。地域別・製品別の強弱感が分かれる中、年度末に

おいては少しずつ回復の手応えが感じられるようになり、2020年度を終了しております。

このような状況下、当社グループは、動きのよい製品向けの需要動向にきめ細かく対応し業績の向上に努めまし

た。なお、一部の投資有価証券を売却したことから投資有価証券売却益が特別利益に計上され、親会社に帰属する

当期純利益が前期比増加してております。

この結果、当連結会計年度の売上高は22,817百万円（前年同期比0.3％減）となり、営業利益は2,864百万円（同

6.8％減）、経常利益は2,836百万円（同4.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は2,539百万円（同6.5％増）

となっております。

次にセグメント別の状況ですが、「日本」では、前半厳しい状況が続きましたが、半導体関連製品の夏場からの

回復と年度後半の自動車生産の回復により前期とほぼ同水準の業績となりました。不測の事態が相次ぐ中、当社グ

ループの強みである柔軟性を活かして成果をあげることができたと思っております。この地区での売上高（セグメ

ント間取引消去額を含む。以下同じ。）は16,033百万円（前年同期比3.5％増）となり、セグメント利益（営業利

益）は1,652百万円（前年同期比0.2％減）となっております。

日本を除く「アジア」では、年初に新型コロナウィルス感染拡大による生産停止などがあり、極めて厳しい状況

で始まりましたが、その後の次世代高速通信関連や半導体製品関連の中国向けの工具需要の高まりにより前期比増

収増益と利益率の改善を達成しております。この地区での売上高は11,490百万円（同2.3％増）となり、セグメント

利益は1,010百万円（同3.4％増）となっております。

その他、欧米地区では政治的な混乱や新型コロナウィルスの感染拡大による社会情勢不安から伸悩んで推移しま

した。北米地区での売上高は1,133百万円（同11.3％減）、セグメント利益は41百万円（同193.7％増）となり、欧

州地区の売上高は1,426百万円（同1.9％減）、セグメント利益は101百万円（同3.8％減）となっております。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の資産合計は、58,032百万円（前連結会計年度末比613百万円増）となりました。

流動資産合計は32,138百万円（同3,738百万円増）となりました。主な変動要因は、現金及び預金(同4,631百万円

増)、有価証券（同938百万円減）であります。

固定資産合計は25,894百万円（同3,125百万円減）となっております。このうち、有形固定資産合計は21,521百万

円(同1,217百万円減)となり、投資有価証券の減少(同2,221百万円減)を含む投資その他の資産合計は4,306百万円

(同1,884百万円減)となっております。

当連結会計年度末の負債合計は4,065百万円(前連結会計年度末比203百万円増)となりました。

　流動負債合計は3,213百万円(同348百万円増)となり、固定負債合計は852百万円(同144百万円減)となっておりま

す。

当連結会計年度末の純資産合計は53,966百万円(前連結会計年度末比410百万円増)となりました。株主資本合計が

53,425百万円(同1,502百万円増)、その他の包括利益累計額合計が541百万円(同1,092百万円減)となっております。

主な変動項目は利益剰余金(同1,503百万円増)とその他有価証券評価差額金(同1,105百万円減)であります。

　

ユニオンツール(株) (6278) 2020年12月期決算短信

2



（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,585百万円増加し、当連結会計年度末

現在15,550百万円となっております。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、事業活動の安定と利益向上を主因として、5,071百万円の収入（前年

同期比29百万円の収入の増加）となっております。主なキャッシュ・イン項目は、税金等調整前当期純利益

3,467百万円および減価償却費2,747百万円であり、主なキャッシュ・アウト項目は、売上債権の増加270百万

円、仕入債務の減少203百万円および法人税等の支払額345百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、684百万円の収入（同2,592百万円の収入の増加）となりました。主

なキャッシュ・イン項目は、有価証券の売却及び償還による収入1,097百万円と投資有価証券の売却及び償還に

よる収入1,235百万円であり、主なキャッシュ・アウト項目は、有形固定資産の取得による支出1,576百万円で

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,112百万円の支出（同1百万円の支出の増加）となりました。配当

金の支払額1,036百万円が主な変動要因となっております。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期

自己資本比率 93.2 91.0 92.0 93.3 93.0

時価ベースの
自己資本比率

99.4 124.2 89.4 102.3 92.1

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率

－ － － － －

インタレスト・カバ
レッジ・レシオ

44,777.3 60,573.6 80,393.6 442.4 706.4

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

　(注１)いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

　(注２)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

　(注３)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

　(注４)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象と

　 しています。

（４）今後の見通し

新型コロナウィルスの感染再拡大や一部電子部品の品不足など足元懸念される事項があり、先行きは引続き不透

明ですが、当社グループ製品に対する需要は回復傾向にあり、2020年12月期に比べて増収増益を見込んでおりま

す。当社グループは、新型コロナウィルスの感染予防対策の徹底、動きの早い半導体関連製品向け需要の取込み、

裾野が広い自動車産業での新たな需要の掘起こしなどに注力し、お客様の期待に応えてまいる所存であります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の企業間の比較可能性を考慮し、当面は日本基準で連結財務諸表を作成する方針

であります。国際財務報告基準(ＩＦＲＳ)の適用については、今後の事業展開や制度の動向を踏まえつつ、適切に

対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,016,843 15,648,630

受取手形及び売掛金 7,493,998 7,790,542

有価証券 1,094,073 155,361

商品及び製品 4,800,878 4,676,767

仕掛品 1,125,905 1,079,225

原材料及び貯蔵品 2,507,991 2,552,093

その他 401,301 245,362

貸倒引当金 △41,681 △9,813

流動資産合計 28,399,308 32,138,171

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,802,499 14,919,205

減価償却累計額 △8,012,697 △8,458,071

建物及び構築物（純額） 6,789,802 6,461,134

機械装置及び運搬具 33,444,996 34,539,634

減価償却累計額 △24,475,479 △25,908,962

機械装置及び運搬具（純額） 8,969,516 8,630,672

工具、器具及び備品 2,148,272 2,232,883

減価償却累計額 △1,722,082 △1,868,205

工具、器具及び備品（純額） 426,189 364,677

土地 5,812,785 5,807,528

建設仮勘定 585,224 160,888

その他 239,910 255,791

減価償却累計額 △83,935 △159,173

その他（純額） 155,975 96,617

有形固定資産合計 22,739,493 21,521,518

無形固定資産 89,646 66,646

投資その他の資産

投資有価証券 5,881,206 3,659,378

繰延税金資産 123,700 477,963

その他 187,545 199,836

貸倒引当金 △2,192 △31,053

投資その他の資産合計 6,190,260 4,306,125

固定資産合計 29,019,400 25,894,290

資産合計 57,418,709 58,032,462
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,032,259 811,500

未払金 131,463 198,756

未払費用 794,939 808,101

未払法人税等 128,222 616,363

賞与引当金 553,997 551,172

その他 224,491 227,653

流動負債合計 2,865,374 3,213,548

固定負債

長期未払金 219,828 219,828

繰延税金負債 148,014 5,400

退職給付に係る負債 523,741 575,148

その他 105,283 51,814

固定負債合計 996,867 852,192

負債合計 3,862,241 4,065,741

純資産の部

株主資本

資本金 2,998,505 2,998,505

資本剰余金 3,020,484 3,020,484

利益剰余金 52,635,778 54,139,055

自己株式 △6,732,352 △6,732,673

株主資本合計 51,922,416 53,425,372

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,439,816 334,049

為替換算調整勘定 247,556 260,683

退職給付に係る調整累計額 △53,321 △53,383

その他の包括利益累計額合計 1,634,052 541,349

純資産合計 53,556,468 53,966,721

負債純資産合計 57,418,709 58,032,462
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

売上高 22,877,969 22,817,501

売上原価 15,327,342 15,512,897

売上総利益 7,550,627 7,304,603

販売費及び一般管理費 4,476,139 4,440,364

営業利益 3,074,488 2,864,239

営業外収益

受取利息 34,347 23,082

有価証券利息 31,704 25,326

受取配当金 113,256 99,567

原子力立地給付金 15,923 15,908

固定資産賃貸料 44,400 36,329

助成金収入 56,951 79,950

その他 39,624 70,391

営業外収益合計 336,209 350,556

営業外費用

支払利息 11,397 7,180

売上割引 6,002 3,520

減価償却費 30,064 23,841

為替差損 284,951 194,888

支払手数料 79,554 94,244

租税公課 9,158 12,830

その他 25,676 41,441

営業外費用合計 446,805 377,947

経常利益 2,963,892 2,836,848

特別利益

関係会社清算益 140,825 －

投資有価証券売却益 － 762,899

特別利益合計 140,825 762,899

特別損失

減損損失 1,665 132,254

特別損失合計 1,665 132,254

税金等調整前当期純利益 3,103,052 3,467,493

法人税、住民税及び事業税 543,450 930,370

法人税等調整額 175,868 △2,723

法人税等合計 719,319 927,646

当期純利益 2,383,733 2,539,846

非支配株主に帰属する当期純利益 － －

親会社株主に帰属する当期純利益 2,383,733 2,539,846
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当期純利益 2,383,733 2,539,846

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 717,000 △1,105,767

為替換算調整勘定 △514,309 13,127

退職給付に係る調整額 24,487 △62

その他の包括利益合計 227,178 △1,092,703

包括利益 2,610,911 1,447,143

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,610,911 1,447,143

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,998,505 3,020,484 51,292,100 △6,731,112 50,579,977

当期変動額

剰余金の配当 － － △1,036,587 － △1,036,587

親会社株主に帰属する

当期純利益
－ － 2,383,733 － 2,383,733

自己株式の取得 － － － △1,239 △1,239

その他 － － △3,467 － △3,467

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － － －

当期変動額合計 － － 1,343,678 △1,239 1,342,438

当期末残高 2,998,505 3,020,484 52,635,778 △6,732,352 51,922,416

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 722,816 761,865 △77,808 1,406,873 51,986,851

当期変動額

剰余金の配当 － － － － △1,036,587

親会社株主に帰属する

当期純利益
－ － － － 2,383,733

自己株式の取得 － － － － △1,239

その他 － － － － △3,467

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
717,000 △514,309 24,487 227,178 227,178

当期変動額合計 717,000 △514,309 24,487 227,178 1,569,616

当期末残高 1,439,816 247,556 △53,321 1,634,052 53,556,468
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当連結会計年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,998,505 3,020,484 52,635,778 △6,732,352 51,922,416

当期変動額

剰余金の配当 － － △1,036,570 － △1,036,570

親会社株主に帰属する

当期純利益
－ － 2,539,846 － 2,539,846

自己株式の取得 － － － △320 △320

その他 － － － － －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － － －

当期変動額合計 － － 1,503,276 △320 1,502,955

当期末残高 2,998,505 3,020,484 54,139,055 △6,732,673 53,425,372

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,439,816 247,556 △53,321 1,634,052 53,556,468

当期変動額

剰余金の配当 － － － － △1,036,570

親会社株主に帰属する

当期純利益
－ － － － 2,539,846

自己株式の取得 － － － － △320

その他 － － － － －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△1,105,767 13,127 △62 △1,092,703 △1,092,703

当期変動額合計 △1,105,767 13,127 △62 △1,092,703 410,252

当期末残高 334,049 260,683 △53,383 541,349 53,966,721
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 3,103,052 3,467,493

減価償却費 2,695,540 2,747,871

減損損失 1,665 132,254

貸倒引当金の増減額（△は減少） △150,530 △32,235

受取利息及び受取配当金 △179,309 △147,976

支払利息 11,397 7,180

為替差損益（△は益） 81,749 11,925

売上債権の増減額（△は増加） 401,541 △270,338

たな卸資産の増減額（△は増加） 448,754 161,603

仕入債務の増減額（△は減少） △131,287 △203,861

関係会社清算損益（△は益） △140,825 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △762,899

賞与引当金の増減額（△は減少） △140,933 △4,682

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,215 85,140

その他の流動負債の増減額（△は減少） △113,829 33,518

その他 49,657 50,697

小計 5,955,859 5,275,691

利息及び配当金の受取額 191,630 148,490

利息の支払額 △11,397 △7,180

法人税等の支払額 △1,094,101 △345,071

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,041,990 5,071,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,623,568 △1,576,417

有価証券の売却及び償還による収入 1,397,747 1,097,744

投資有価証券の取得による支出 △823,519 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 29,274 1,235,067

その他 111,220 △72,302

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,908,845 684,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,036,716 △1,036,245

自己株式の取得による支出 △1,239 △320

その他 △72,485 △75,532

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,110,441 △1,112,099

現金及び現金同等物に係る換算差額 △100,485 △58,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,922,217 4,585,910

現金及び現金同等物の期首残高 9,042,850 10,965,068

現金及び現金同等物の期末残高 10,965,068 15,550,978
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（５）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。

(表示方法の変更)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額」に表示してい

た「賞与引当金の増減額」は重要な項目であると判断したため、当連結会計年度より独立掲記して表示しておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行ってお

ります。

(追加情報)

　当社グループでは固定資産の減損損失や繰延税金資産の回収可能性等の会計上見積もりを要する手続きに関して、

連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

よる影響につきましては、回復が見込まれることを前提としております。

なお、この過程には不確実性が高く収束遅延により影響が長期化した場合には将来において損失が発生する可能性

があります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配
分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているものであります。
　当社は主に産業用切削工具を生産・販売しており、国内においては当社が、海外においてはアジア、米国、欧州
（スイス）の各地域に適宜現地法人を設立し、それらが、それぞれ各地区を担当しております。現地法人はそれぞれ
独立した経営単位であり、取扱う製品については各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
　したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アジ
ア」、「北米」および「欧州」の4つを報告セグメントとしております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一と
なっております。また、報告セグメントの利益は営業利益を採用しております。

　

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)

(単位：千円)
報告セグメント

調整額
（注1）

連結財務
諸表計上額

(注2)
日本 アジア 北米 欧州 計

売上高

外部顧客への売上高 9,284,088 10,865,072 1,278,490 1,450,318 22,877,969 － 22,877,969
セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,203,158 365,106 － 3,527 6,571,792 △6,571,792 －

計 15,487,246 11,230,179 1,278,490 1,453,846 29,449,762 △6,571,792 22,877,969

セグメント利益 1,655,509 976,987 14,243 105,642 2,752,382 322,105 3,074,488

セグメント資産 46,794,148 15,390,757 1,634,287 985,191 64,804,384 △7,385,675 57,418,709

その他の項目

減価償却費 1,989,715 773,039 33,564 19,755 2,816,075 △120,535 2,695,540
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,522,150 891,275 － 10,166 3,423,592 △100,524 3,323,067

（注)1. 調整額の内容は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額322,105千円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(2) セグメント資産の調整額△7,385,675千円は、主にセグメント間取引消去であります。
(3) 減価償却費の調整額△120,535千円は、主にセグメント間取引消去であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△100,524千円は、主にセグメント間取引消去であります。
2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。
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当連結会計年度(自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)

(単位：千円)
報告セグメント

調整額
（注1）

連結財務
諸表計上額

(注2)
日本 アジア 北米 欧州 計

売上高

外部顧客への売上高 9,166,742 11,092,269 1,132,917 1,425,571 22,817,501 － 22,817,501
セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,866,982 398,513 530 527 7,266,554 △7,266,554 －

計 16,033,725 11,490,783 1,133,448 1,426,099 30,084,056 △7,266,554 22,817,501

セグメント利益 1,652,746 1,010,306 41,839 101,578 2,806,470 57,768 2,864,239

セグメント資産 47,358,289 15,137,798 1,550,656 1,129,696 65,176,440 △7,143,978 58,032,462

その他の項目

減価償却費 2,075,660 736,295 31,872 21,693 2,865,521 △117,649 2,747,871
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,571,868 584,274 4,854 12,688 2,173,685 △115,102 2,058,583

（注)1. 調整額の内容は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額57,768千円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(2) セグメント資産の調整額△7,143,978千円は、主にセグメント間取引消去であります。
(3) 減価償却費の調整額△117,649千円は、主にセグメント間取引消去であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△115,102千円は、主にセグメント間取引消去であります。
2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

１株当たり純資産額 3,100円01銭 3,123円78銭

１株当たり当期純利益 137円98銭 147円01銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

2,383,733 2,539,846

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

2,383,733 2,539,846

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,276 17,276

(重要な後発事象)

　 該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年12月31日)

当事業年度
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,323,084 12,292,916

受取手形 805,075 618,454

売掛金 2,554,881 2,701,395

有価証券 1,094,073 155,361

商品 60,413 55,296

製品 2,348,450 2,165,031

原材料 1,540,214 1,494,901

仕掛品 939,174 885,664

貯蔵品 134,702 132,276

前払費用 101,069 100,287

関係会社短期貸付金 109,690 111,160

その他 215,963 83,475

貸倒引当金 △8,000 △8,000

流動資産合計 17,218,792 20,788,222

固定資産

有形固定資産

建物 5,580,316 5,415,804

構築物 134,381 121,825

機械及び装置 6,448,029 6,062,881

車両運搬具 26,419 25,124

工具、器具及び備品 350,371 291,010

土地 5,147,863 5,147,863

建設仮勘定 496,418 135,628

有形固定資産合計 18,183,801 17,200,138

無形固定資産

ソフトウエア 65,787 43,262

その他 1,860 1,573

無形固定資産合計 67,647 44,835

投資その他の資産

投資有価証券 5,838,206 3,616,378

関係会社株式 2,023,252 2,023,252

関係会社出資金 2,901,853 2,901,853

関係会社長期貸付金 429,358 323,952

繰延税金資産 － 256,265

敷金及び保証金 56,243 55,829

その他 74,992 67,978

投資その他の資産合計 11,323,906 9,245,509

固定資産合計 29,575,355 26,490,483

資産合計 46,794,148 47,278,705
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年12月31日)

当事業年度
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 182,402 138,762

買掛金 519,102 379,358

未払金 73,852 116,245

未払費用 555,052 576,344

未払法人税等 － 496,489

預り金 145,375 136,244

賞与引当金 410,056 381,851

その他 － 4,439

流動負債合計 1,885,841 2,229,734

固定負債

長期未払金 219,828 219,828

繰延税金負債 185,037 －

退職給付引当金 403,278 412,951

固定負債合計 808,143 632,779

負債合計 2,693,984 2,862,514

純資産の部

株主資本

資本金 2,998,505 2,998,505

資本剰余金

資本準備金 3,020,484 3,020,484

資本剰余金合計 3,020,484 3,020,484

利益剰余金

利益準備金 419,574 419,574

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 172,555 167,821

別途積立金 30,000,000 30,000,000

繰越利益剰余金 12,820,013 14,116,103

利益剰余金合計 43,412,144 44,703,498

自己株式 △6,732,352 △6,732,673

株主資本合計 42,698,781 43,989,815

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,401,381 426,375

評価・換算差額等合計 1,401,381 426,375

純資産合計 44,100,163 44,416,190

負債純資産合計 46,794,148 47,278,705
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当事業年度
(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

売上高 15,487,246 16,033,725

売上原価 11,258,520 11,694,401

売上総利益 4,228,726 4,339,324

販売費及び一般管理費 2,583,870 2,686,604

営業利益 1,644,855 1,652,719

営業外収益

受取利息 71,353 50,485

受取配当金 558,786 907,765

原子力立地給付金 15,923 15,908

固定資産賃貸料 21,969 12,435

その他 88,483 111,707

営業外収益合計 756,517 1,098,302

営業外費用

支払利息 0 －

減価償却費 23,331 16,934

為替差損 106,573 80,457

支払手数料 79,554 94,244

租税公課 9,158 12,830

その他 17,318 26,702

営業外費用合計 235,937 231,170

経常利益 2,165,435 2,519,851

特別利益

関係会社清算益 100,040 －

投資有価証券売却益 － 762,899

特別利益合計 100,040 762,899

特別損失

減損損失 1,665 132,254

投資有価証券評価損 － 188,416

特別損失合計 1,665 320,671

税引前当期純利益 2,263,810 2,962,080

法人税、住民税及び事業税 299,424 645,556

法人税等調整額 133,517 △11,400

法人税等合計 432,942 634,155

当期純利益 1,830,868 2,327,924
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 2,998,505 3,020,484 － 3,020,484

当期変動額

剰余金の配当 － － － －

当期純利益 － － － －

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ － － －

自己株式の取得 － － － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － － －

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 2,998,505 3,020,484 － 3,020,484

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 419,574 177,641 30,000,000 12,020,647 42,617,863

当期変動額

剰余金の配当 － － － △1,036,587 △1,036,587

当期純利益 － － － 1,830,868 1,830,868

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ △5,086 － 5,086 －

自己株式の取得 － － － － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － － － －

当期変動額合計 － △5,086 － 799,366 794,280

当期末残高 419,574 172,555 30,000,000 12,820,013 43,412,144

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △6,731,112 41,905,741 787,476 787,476 42,693,217

当期変動額

剰余金の配当 － △1,036,587 － － △1,036,587

当期純利益 － 1,830,868 － － 1,830,868

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ － － － －

自己株式の取得 △1,239 △1,239 － － △1,239

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － 613,905 613,905 613,905

当期変動額合計 △1,239 793,040 613,905 613,905 1,406,946

当期末残高 △6,732,352 42,698,781 1,401,381 1,401,381 44,100,163
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当事業年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 2,998,505 3,020,484 － 3,020,484

当期変動額

剰余金の配当 － － － －

当期純利益 － － － －

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ － － －

自己株式の取得 － － － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － － －

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 2,998,505 3,020,484 － 3,020,484

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 419,574 172,555 30,000,000 12,820,013 43,412,144

当期変動額

剰余金の配当 － － － △1,036,570 △1,036,570

当期純利益 － － － 2,327,924 2,327,924

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ △4,734 － 4,734 －

自己株式の取得 － － － － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － － － －

当期変動額合計 － △4,734 － 1,296,089 1,291,354

当期末残高 419,574 167,821 30,000,000 14,116,103 44,703,498

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △6,732,352 42,698,781 1,401,381 1,401,381 44,100,163

当期変動額

剰余金の配当 － △1,036,570 － － △1,036,570

当期純利益 － 2,327,924 － － 2,327,924

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ － － － －

自己株式の取得 △320 △320 － － △320

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － △975,006 △975,006 △975,006

当期変動額合計 △320 1,291,033 △975,006 △975,006 316,026

当期末残高 △6,732,673 43,989,815 426,375 426,375 44,416,190
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（４）個別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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

５．その他
（１）役員の異動

① 代表取締役の異動

該当事項はありません。

② その他の役員等の異動

本日付けで別途「役員および重要使用人の異動に関するお知らせ」を公開しております。詳細はそちらを

ご覧ください。

（２）部門別の状況
当連結会計年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）

切削工具事業

(千円)

その他の事業

(千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連結

(千円)

売上高

(1)外部顧客に対する

　 売上高
20,990,175 1,827,326 22,817,501 ― 22,817,501

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 384,646 384,646 △384,646 ―

計 20,990,175 2,211,973 23,202,148 △384,646 22,817,501

営業利益 2,929,331 106,747 3,036,079 △171,839 2,864,239

（３）海外売上高

当連結会計年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 12,433,890 1,114,168 1,362,980 83,234 14,994,273

Ⅱ 連結売上高(千円) 22,817,501

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％) 54.5 4.9 6.0 0.3 65.7

（４）為替換算レートと為替変動の影響試算額

ＵＳ＄ ＥＵＲ ＮＴ＄ ＲＭＢ

前連結会計年度 実績 109.56円 122.54円 3.64円 15.67円

当連結会計年度 実績 103.50 126.95 3.68 15.88

2021年12月期(見込み) 計画 105.00 124.00 3.50 15.50

対ＵＳ＄１円の円高による影響額：年間の連結売上高が141百万円減少

年間の連結営業利益が11百万円減少

（５）設備投資、減価償却費および研究開発費の状況

設備投資 減価償却費 研究開発費

前連結会計年度 3,423 百万円 2,695 百万円 1,662 百万円

当連結会計年度 2,173 2,747 1,658

2021年12月期(見込み) 2,299 2,522 1,804
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