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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 6,538 △5.2 △458 ― △388 ― △371 ―

2020年3月期第3四半期 6,898 △25.3 △1,366 ― △1,314 ― △1,156 ―

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　△319百万円 （―％） 2020年3月期第3四半期　　△1,146百万円 （―％）

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 △42.62 ―

2020年3月期第3四半期 △132.47 ―

(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 14,955 8,219 48.8 836.46

2020年3月期 16,785 8,541 45.2 870.15

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 7,299百万円 2020年3月期 7,594百万円

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 0.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

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 12,250 3.8 470 ― 400 ― 280 ― 32.08

（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

(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 8,728,920 株 2020年3月期 8,728,920 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 1,966 株 2020年3月期 1,446 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 8,727,242 株 2020年3月期3Q 8,728,122 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

業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。
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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(2020年４月１日～2020年12月31日)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染

症の拡大により、厳しさを増しております。企業活動への影響は大きく、雇用・所得環境への悪影響も避けられ

ず、先行きはきわめて不透明な状況となっております。

当社グループが主として事業を展開しております新聞業界も新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、新聞社

各社の販売収入、広告収入に一層の落ち込みがみられております。

このような事業環境のもと、当社は、輪転機の売上拡大に向けＷＥＢ会議等を駆使した様々な営業活動や保守サ

ービス事業の強化、また、新規事業の構築に向けた連結子会社との連携、ＡＩ搭載型輪転機ビジネスに係わる新た

な事業の創出を図ってまいりました。

当第３四半期連結累計期間においては、ランニングコストの大幅な削減を可能とし、かつ環境適合性の優れた

「カラートップ・エコワイドⅡオフセット輪転機」を中日新聞社様に４セット納入いたしました。海外では、中国

の無錫日報報業集団 無錫報業発展有限公司様（無錫日報などを発行）より受注した、少部数から大部数まで効率

的に印刷ができるコンパクトな「カラートップ4200UDオフセット輪転機」１セットの納入が、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響で現地据付工事に遅れが発生しておりましたが、現地据付工事は完了し、本年度末までには検収

が完了する見込みです。

また、当第３四半期連結累計期間において、新潟日報社様より３セット、読売新聞東京本社様より栃木工場向け

に２セット「カラートップ・エコワイドⅡオフセット輪転機」を新規受注いたしました。その他、静岡新聞社様、

朝日新聞社様、北國新聞社様から受注済みの「カラートップ・エコワイドⅡオフセット輪転機」を生産中であり、

工事進行基準に従い売上高を一部計上しております。

当第３四半期連結累計期間の業績については、以下のとおりであります。

《売上高》

当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同四半期と比べ売上減となり、65億3千8百万円（前年同四半期

比5.2%減）となりました。

《営業損益》

損益面では、変動費、固定費の削減に努め、また、新型コロナウイルス感染症拡大による出張費の減少などもあ

り、前年同四半期と比べ改善したものの、利益計上には至らず、当第３四半期連結累計期間の営業損失は4億5千8

百万円（前年同四半期は営業損失13億6千6百万円）となりました。

《経常損益》

営業外収益では、助成金収入5千5百万円等を計上、営業外費用では為替差損5千5百万円等を計上した結果、経常

損失は3億8千8百万円（前年同四半期は経常損失13億1千4百万円）となりました。

《特別損益》

特別損益の部では、特別利益に固定資産売却益1千4百万円を計上しました。

以上の結果、税金等調整前四半期純損失は3億7千4百万円（前年同四半期は税金等調整前四半期純損失13億2千7

百万円）となり、当第３四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失は3億7千1百万円（前年同四半

期は親会社株主に帰属する四半期純損失11億5千6百万円）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総資産は、前連結会計年度末に比べ18億3千万円減少し、149億5千5百万円

となりました。

資産の部では、受取手形及び売掛金の減少等により流動資産が17億5百万円減少し111億8千6百万円となり、固定

資産は1億2千5百万円減少し37億6千8百万円となりました。

負債の部は、支払手形及び買掛金の減少等により流動負債が11億3千8百万円減少し33億2千万円となり、固定負

債は退職給付に係る負債の減少等により3億7千1百万円減少し34億1千4百万円となりました。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ3億2千1百万円減少し82億1千9百万円となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年５月21日に公表いたしました2021年３月期通期連結業績予想に変更はありません。

なお、業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、新型コロナウイルスの感染拡

大の影響や、その他の要因により業績予想の修正を行う必要が生じた場合は、速やかに公表いたします。
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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：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 4,575,267 4,046,292

受取手形及び売掛金 6,091,193 5,219,201

仕掛品 1,150,047 1,067,198

原材料及び貯蔵品 540,302 604,973

その他 541,489 254,955

貸倒引当金 △6,494 △6,162

流動資産合計 12,891,807 11,186,458

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,032,360 969,028

機械装置及び運搬具（純額） 307,357 261,648

土地 1,889,606 1,889,606

リース資産（純額） 30,356 27,079

建設仮勘定 － 6,203

その他（純額） 76,087 72,925

有形固定資産合計 3,335,769 3,226,492

無形固定資産

その他 19,174 16,840

無形固定資産合計 19,174 16,840

投資その他の資産

投資有価証券 256,336 256,338

その他 302,473 269,213

貸倒引当金 △19,608 △8

投資その他の資産合計 539,201 525,544

固定資産合計 3,894,145 3,768,877

資産合計 16,785,952 14,955,336

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,774,276 1,697,674

未払法人税等 38,500 10,815

前受金 77,290 1,030,294

賞与引当金 270,655 66,922

製品保証引当金 48,319 44,855

受注損失引当金 2,477 10,172

その他 247,416 460,108

流動負債合計 4,458,936 3,320,844

固定負債

役員退職慰労引当金 21,274 25,721

退職給付に係る負債 3,661,353 3,297,964

環境対策引当金 58,674 58,674

その他 44,680 32,493

固定負債合計 3,785,982 3,414,853

負債合計 8,244,918 6,735,698
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 4,435,000 4,435,000

資本剰余金 1,335,514 1,335,514

利益剰余金 2,263,785 1,891,819

自己株式 △1,358 △1,501

株主資本合計 8,032,940 7,660,832

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 682 684

為替換算調整勘定 △173,772 △134,810

退職給付に係る調整累計額 △265,628 △226,905

その他の包括利益累計額合計 △438,718 △361,031

非支配株主持分 946,810 919,837

純資産合計 8,541,033 8,219,638

負債純資産合計 16,785,952 14,955,336
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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 6,898,317 6,538,799

売上原価 6,903,421 5,919,495

売上総利益又は売上総損失（△） △5,104 619,304

販売費及び一般管理費 1,361,686 1,077,714

営業損失（△） △1,366,790 △458,409

営業外収益

受取利息 3,656 61

受取配当金 6,049 5,918

受取保険金 45,112 17,168

助成金収入 － 55,817

その他 28,110 46,664

営業外収益合計 82,928 125,630

営業外費用

支払利息 － 49

為替差損 21,940 55,358

その他 8,298 441

営業外費用合計 30,238 55,849

経常損失（△） △1,314,100 △388,629

特別利益

固定資産売却益 － 14,213

特別利益合計 － 14,213

特別損失

ゴルフ会員権評価損 4,350 －

本社移転損失 9,348 －

特別損失合計 13,698 －

税金等調整前四半期純損失（△） △1,327,798 △374,415

法人税、住民税及び事業税 43,621 21,570

法人税等調整額 △186,432 871

法人税等合計 △142,811 22,441

四半期純損失（△） △1,184,987 △396,857

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △28,752 △24,891

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,156,235 △371,965

　



株式会社東京機械製作所(6335) 2021年３月期 第３四半期決算短信

7

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（△） △1,184,987 △396,857

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1 1

為替換算調整勘定 13,949 38,962

退職給付に係る調整額 24,545 38,723

その他の包括利益合計 38,496 77,687

四半期包括利益 △1,146,490 △319,170

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,117,736 △294,278

非支配株主に係る四半期包括利益 △28,753 △24,891
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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。

３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループには、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、下記

施策の確実な実行により、改善ならびに解消が実現できると考えております。

・更新需要の取込みによる売上高の積み増し

・保守サービス事業の強化による売上高の積み増し

・原価低減および経費削減

・グループ全体の効率化

・新分野の開拓

・資金調達も含めた流動性資金の安定的確保

従いまして、当四半期連結会計期間の末日現在において、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められな

いものと判断し、四半期連結財務諸表の「継続企業の前提に関する注記」には記載しておりません。

　


