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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の業績（2020年４月１日～2020年12月31日）

（１）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 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 3,056 △6.6 168 3,781.1 161 2,598.1 114 ―

2020年３月期第３四半期 3,272 △11.6 4 △98.1 5 △97.6 △40 ―
　

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 103.27 ―

2020年３月期第３四半期 △36.35 ―

　

（２）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 6,924 2,027 29.3

2020年３月期 7,215 1,921 26.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 2,027百万円 2020年３月期 1,921百万円
　

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 ― 20.00 20.00

2021年３月期 ― 0.00 ―

2021年３月期(予想) 20.00 20.00
(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 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 4,060 △11.5 220 219.8 210 115.4 155 225.4 140.32
(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　　

（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) 2021年３月期３Ｑ 1,120,000株 2020年３月期 1,120,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 15,409株 2020年３月期 15,409株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 1,104,591株 2020年３月期３Ｑ 1,104,691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。なお、上
記業績予想に関する事項は添付資料２ページをご参照ください。
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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３四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により急激に悪化しま

した。一部で回復の動きが見られたものの、感染の再拡大により、依然として先行き不透明な状況が続いており

ます。

このような環境のなか、当第３四半期累計期間の業績は、売上高3,056百万円（前年同四半期比6.6％減）、損

益面におきましては、営業利益168百万円（前年同四半期は営業利益4百万円）、経常利益161百万円（前年同四半

期は経常利益5百万円）、四半期純利益114百万円（前年同四半期は四半期純損失40百万円）となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 製造事業

半導体関連向け真空ポンプ売上の減少を主因に、売上高は2,555百万円と前年同四半期比7.9％の減収となりま

した。損益面におきましては、生産の内製化等生産性改善に努め、セグメント損失222百万円と前年同四半期比増

益となりました（前年同四半期はセグメント損失386百万円）。

　売上高を製品別に示しますと、真空ポンプは1,157百万円（前年同四半期比22.6％減）、送風機・圧縮機は498

百万円（前年同四半期比2.2％増）、部品は558百万円（前年同四半期比3.3％増）、修理は337百万円（前年同四

半期比34.9％増）の結果となりました。

　また、輸出関係におきましては、売上高は367百万円（前年同四半期比51.2％増）となりました。

② 不動産事業

オフィス市況は引き続き堅調に推移し、売上高500百万円（前年同四半期比0.5％増）、セグメント利益390百万

円（前年同四半期比0.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間の財政状態は、前事業年度末と比べ、総資産は290百万円減少し6,924百万円、負債は396

百万円減少し4,897百万円、純資産は105百万円増加し2,027百万円となりました。

　総資産の減少は、電子記録債権が108百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が360百万円減少したこと等

が主な要因です。

　負債の減少は、長期借入金が210百万円、1年内返済予定の長期借入金が61百万円、支払手形及び買掛金が64百

万円、電子記録債務が43百万円減少したこと等が主な要因です。

　純資産の増加は、利益剰余金が91百万円増加したこと等が主な要因です。

　この結果、自己資本比率は29.3％（前事業年度末は26.6％）となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大が続くなか、世界経済の不確実性による設備投資の先送り等、当

社を取り巻く環境は引き続き厳しい状況で推移するとみられます。そのような環境のなか、生産性の改善をはか

り利益の確保に努めてまいります。

なお、2020年11月12日発表の通期業績予想に変更はありません。業績予想を見直す必要が生じた場合には速や

かに開示いたします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,100,730 2,123,968

受取手形及び売掛金 1,425,535 1,064,764

電子記録債権 276,776 385,453

たな卸資産 875,635 815,923

その他 30,695 16,165

貸倒引当金 △2,213 △2,105

流動資産合計 4,707,160 4,404,170

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,292,018 1,300,173

土地 631,643 631,643

その他（純額） 160,878 168,357

有形固定資産合計 2,084,541 2,100,174

無形固定資産 93,704 80,651

投資その他の資産

投資有価証券 254,292 274,465

その他 75,998 65,314

投資その他の資産合計 330,291 339,780

固定資産合計 2,508,536 2,520,606

資産合計 7,215,697 6,924,776

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 443,464 379,324

電子記録債務 462,870 419,833

1年内返済予定の長期借入金 947,793 886,110

未払法人税等 38,303 27,116

賞与引当金 61,677 20,234

その他 309,149 291,178

流動負債合計 2,263,258 2,023,797

固定負債

長期借入金 1,799,315 1,588,692

繰延税金負債 2,522 31,686

退職給付引当金 544,846 537,494

役員退職慰労引当金 140,680 128,305

長期預り保証金 524,190 570,860

その他 19,223 16,301

固定負債合計 3,030,777 2,873,340

負債合計 5,294,036 4,897,137
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 785,000 785,000

資本剰余金 303,931 303,931

利益剰余金 735,429 827,407

自己株式 △29,779 △29,779

株主資本合計 1,794,581 1,886,559

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 127,079 141,079

評価・換算差額等合計 127,079 141,079

純資産合計 1,921,661 2,027,639

負債純資産合計 7,215,697 6,924,776
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 3,272,132 3,056,122

売上原価 2,758,631 2,413,736

売上総利益 513,501 642,385

販売費及び一般管理費 509,154 473,694

営業利益 4,346 168,691

営業外収益

受取利息 276 158

受取配当金 9,008 7,727

その他 14,306 18,333

営業外収益合計 23,591 26,219

営業外費用

支払利息 18,330 16,549

支払補償費 ― 14,769

その他 3,623 2,152

営業外費用合計 21,954 33,472

経常利益 5,983 161,438

特別利益

受取保険金 ― 22,758

特別利益合計 ― 22,758

特別損失

固定資産除却損 0 2,837

投資有価証券評価損 1,752 ―

災害損失引当金繰入額 11,270 ―

災害による損失 2,633 ―

特別損失合計 15,655 2,837

税引前四半期純利益
又は税引前四半期純損失（△）

△9,672 181,359

法人税、住民税及び事業税 3,567 44,298

法人税等調整額 26,920 22,991

法人税等合計 30,487 67,289

四半期純利益
又は四半期純損失（△）

△40,160 114,069
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（３）四半期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。

　


