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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 1,491 △16.8 △24 ― △20 ― △15 ―
2020年３月期第３四半期 1,792 △14.4 11 △93.5 2 △98.5 △2 ―

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 △16百万円( ―％) 2020年３月期第３四半期 △6百万円( ― ％)

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 △2.45 ―

2020年３月期第３四半期 △0.44 ―

（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 4,284 2,945 68.8

2020年３月期 4,253 2,961 69.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 2,945百万円 2020年３月期 2,961百万円

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) ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
2021年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定としております。

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 1,837 △20.8 △86 ― △89 ― △94 ― △15.31
(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「（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項」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 6,316,700株 2020年３月期 6,316,700株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 153,984株 2020年３月期 153,984株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 6,162,716株 2020年３月期３Ｑ 6,312,716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

（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、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。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の感染拡大に伴う景気の悪化が続いてお

り、依然として先行き不透明な状況にありますが、製造業等の一部の業種には景気回復の兆しが見え始めてきてお

ります。

このような状況のもと、年度経営方針を「全ての職種、職場に共通する品質は、"約束を守ること"」とし、生産

効率や品質の向上につながる改善を図ってゆく事に全社を挙げて取り組んでおります。

　また、当社グループでは新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑み、取引先、従業員の健康と安全を最優先に、

感染防止に取り組んでおります。

この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、売上高が減

少し、1,491,333千円（前年同期比16.8％減）となりましたが、当第３四半期連結会計期間では、売上高は596,703

千円（前年同期比15.6％増）と新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける前の水準まで回復してきておりま

す。

　利益面につきましては、売上高減少の影響により、営業損失24,783千円（前年同期は、営業利益11,135千円）、

経常損失20,940千円（前年同期は、経常利益2,483千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失15,096千円（前年同

期は、親会社株主に帰属する四半期純損失2,777千円）となりました。

主力製品であります直動機器につきましては、米中貿易摩擦による中国市場の停滞及び新型コロナウイルスの感

染拡大に伴い、全般的な産業用機械の設備投資の低迷により受注が落ち込み、当第３四半期連結累計期間の売上高

は815,379千円と前年同期と比べ137,877千円の減少（前年同期比14.5％減）となりましたが、当第３四半期連結会

計期間では292,935千円（前年同期比4.2％増）と回復の兆しが見えてきております。

精密部品加工につきましては、世界的なレーススケジュールの調整によるレース用部品の生産停止期間もあり、

売上高は468,974千円と前年同期と比べ168,021千円の減少（前年同期比26.4％減）となりましたが、当第３四半期

連結会計期間では217,396千円（前年同期比27.9％増）と新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける前の水準で

回復してきております。

ユニット製品につきましては、主に中国の液晶製造装置等の産業用製造装置向けの販売が増加したことから、売

上高は206,979千円と前年同期と比べ4,687千円の増加（前年同期比2.3％増）となり、当第３四半期連結会計期間で

は86,372千円（前年同期比32.9％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結累計期間における総資産は4,284,182千円となり、前連結会計年度末と比べて30,425千円の増加

となりました。主な要因は、現金及び預金117,633千円の減少に対し、売上債権76,864千円、たな卸資産53,425千円

の増加によるものであります。

負債は、1,338,412千円となり、前連結会計年度末と比べて46,559千円の増加となりました。主な要因は、社債

23,000千円及び借入金60,751千円の減少に対し、仕入債務122,021千円の増加によるものであります。

純資産は、2,945,769千円となり、前連結会計年度末と比べて16,133千円の減少となりました。主な要因は、利益

剰余金15,096千円の減少によるものであります。その結果、当第３四半期連結累計期間末における自己資本比率は

68.8％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

2021年３月期の連結業績予想につきましては、2020年８月11日付で業績予想の修正を行っております。なお、業

績予想は、発表日現在における入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によっ

て予想数値と異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：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 819,706 702,072

受取手形及び売掛金 251,621 376,698

電子記録債権 369,702 321,490

商品及び製品 164,369 179,189

仕掛品 423,114 466,110

原材料及び貯蔵品 190,168 185,779

未収還付法人税等 22,000 8,026

その他 36,428 23,592

流動資産合計 2,277,110 2,262,958

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 576,936 549,392

機械装置及び運搬具（純額） 157,527 177,092

工具、器具及び備品（純額） 23,801 31,517

土地 908,966 908,966

リース資産（純額） 20,340 37,707

建設仮勘定 10,769 7,265

有形固定資産合計 1,698,341 1,711,941

無形固定資産 24,628 19,033

投資その他の資産

保険積立金 148,872 175,602

繰延税金資産 99,379 109,399

その他 5,422 5,246

投資その他の資産合計 253,674 290,248

固定資産合計 1,976,645 2,021,223

資産合計 4,253,756 4,284,182

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 197,485 266,939

電子記録債務 179,005 231,573

短期借入金 30,000 70,000

1年内償還予定の社債 23,000 23,000

1年内返済予定の長期借入金 137,782 117,726

リース債務 13,207 25,620

未払法人税等 799 793

賞与引当金 31,971 6,827

営業外支払手形 2,496 -

営業外電子記録債務 38,069 45,247

その他 80,403 75,422

流動負債合計 734,221 863,149

固定負債

社債 107,000 84,000

長期借入金 225,020 144,325

リース債務 13,359 18,361

役員退職慰労引当金 126,577 135,654

退職給付に係る負債 82,635 88,721

その他 3,039 4,200

固定負債合計 557,631 475,262

負債合計 1,291,852 1,338,412
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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 732,552 732,552

資本剰余金 679,512 679,512

利益剰余金 1,589,494 1,574,398

自己株式 △43,916 △43,916

株主資本合計 2,957,642 2,942,545

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 556 △253

為替換算調整勘定 3,704 3,476

その他の包括利益累計額合計 4,260 3,223

純資産合計 2,961,903 2,945,769

負債純資産合計 4,253,756 4,284,182
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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 1,792,546 1,491,333

売上原価 1,415,339 1,175,463

売上総利益 377,206 315,870

販売費及び一般管理費 366,071 340,653

営業利益又は営業損失(△) 11,135 △24,783

営業外収益

受取利息 231 169

有価証券利息 929 1,600

有価証券評価益 327 -

受取手数料 1,215 1,159

補助金収入 200 313

保険解約返戻金 － 708

廃材売却収入 345 267

為替差益 － 1,843

その他 159 664

営業外収益合計 3,407 6,727

営業外費用

支払利息 2,040 2,043

社債発行費 2,012 -

為替差損 7,991 -

その他 15 839

営業外費用合計 12,059 2,883

経常利益又は経常損失(△) 2,483 △20,940

特別利益

固定資産売却益 14 200

投資有価証券売却益 － 1,223

特別利益合計 14 1,423

特別損失

固定資産除却損 534 540

特別損失合計 534 540

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(△)

1,963 △20,057

法人税等 4,741 △4,961

四半期純損失（△） △2,777 △15,096

親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △2,777 △15,096
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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(△) △2,777 △15,096

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 630 △809

為替換算調整勘定 △4,523 △227

その他の包括利益合計 △3,893 △1,037

四半期包括利益 △6,671 △16,133

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,671 △16,133
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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、当第３四半期連結会計期間を含む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する方法によってお

ります。ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法

によっております。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染拡大の影響による会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染拡大の影響による会計上の見積

り）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

　


