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1. 令和4年2月期第3四半期の連結業績（令和3年3月1日～令和3年11月30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 ％

4年2月期第3四半期 33,259 15.1 412 407.6 549 101.8 373 125.8

3年2月期第3四半期 28,896 △18.3 81 △88.9 272 △69.1 165 △72.0

（注）包括利益 4年2月期第3四半期　　382百万円 （128.6％） 3年2月期第3四半期　　167百万円 （△72.2％）

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

4年2月期第3四半期 6.82 ―

3年2月期第3四半期 3.02 ―

(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 ％

4年2月期第3四半期 17,640 12,152 68.9

3年2月期 16,453 11,878 72.2

（参考）自己資本 4年2月期第3四半期 12,152百万円 3年2月期 11,878百万円

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

3年2月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

4年2月期 ― 0.00 ―

4年2月期（予想） 3.00 3.00

（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. 令和 4年 2月期の連結業績予想（令和 3年 3月 1日～令和 4年 2月28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 43,500 11.1 480 151.4 650 46.9 450 63.7 8.22

（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） 4年2月期3Q 54,789,510 株 3年2月期 54,789,510 株

② 期末自己株式数 4年2月期3Q 28,280 株 3年2月期 28,180 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 4年2月期3Q 54,761,261 株 3年2月期3Q 54,761,330 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

本業績予想は、発表日現在における事業環境および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、今後の経済状況、事業環境の変化等により
異なる可能性があります。なお、業績予想の詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．（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（令和３年３月１日～令和３年11月30日）における当社を取り巻く経済環境は、上期

は自動車や半導体関係を始めとする製造業の輸出量増加に牽引され、景況感は堅調に上向きながら推移しました。

９月以降は半導体を始めとする部品の供給不足による自動車業界の減産の影響や、引き続き、新型コロナウイルス

感染症の影響による景気の下振れリスク等により、不透明な状況で推移しました。

このような状況のもと、当社グループは今年度より「中期経営計画 Achieve2025」（令和３年３月１日～令和

８年２月28日）をスタートしました。当第３四半期連結累計期間においては、同感染症の影響による営業活動の制

約が続く中で、非対面での販売活動にも積極的に取り組むとともに、各種販促企画やオンライン会議システムを活

用した計測に関するWebセミナー等も引き続き実施し、拡販に努めました。10月には、国内最大級の工作機械見本

市「メカトロテックジャパン2021」に出展し、「ものづくりの未来形」をテーマとして、製造現場における自動化

に役立つ商材を中心にお客様へ提案いたしました。また、中長期的な企業成長を見据えた事業基盤の強化を目的と

して、引き続き在庫の拡充を図った他、令和３年６月より稼働した新基幹システムの機能向上に向けた二次開発を

推進しました。

海外展開につきましては、タイ・ベトナムにおいては、感染状況の改善に伴う規制措置の緩和を契機に景気は回

復基調にあり、営業活動の制限は一部続く中で感染対策を講じながら拡販に努めました。中国においては、原材料

不足や電力不足により景気が減速するなど、景気の不透明感はあったものの、引き続き積極的な拡販に努めまし

た。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は332億59百万円（前年同期比15.1％増）、営業利益は

４億12百万円（同407.6％増）、経常利益は５億49百万円（前年同期比101.8％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は３億73百万円（同125.8％増）と増収増益になりました。

なお、取扱商品分類別の売上高は、下表のとおりです。

取扱商品分類 売上高（百万円） 前年同期比（％）

切削工具 16,428 ＋18.8

計 測 2,933 ＋5.5

産業機器・工作機械等 13,897 ＋13.0

合計 33,259 ＋15.1

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の資産、負債および純資産の状況は、以下のとおりです。

① 資産

資産は、176億40百万円と前連結会計年度から11億87百万円増加しました。これは、たな卸資産が８億38百万

円、電子記録債権が３億７百万円、無形固定資産が79百万円増加したことが主な要因です。

② 負債

負債は、54億88百万円と前連結会計年度から９億14百万円増加しました。これは、短期借入金が３億60百万

円、支払手形及び買掛金が４億46百万円増加したことが主な要因です。

③ 純資産

純資産は、121億52百万円と前連結会計年度から２億73百万円増加しました。これは、配当金の支払いにより

利益剰余金が１億９百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益３億73百万円の計上により利

益剰余金が増加したことが主な要因です。なお、自己資本比率は68.9％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

連結業績予想につきましては、令和３年９月28日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の連結業

績予想から変更はありません。
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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：百万円)

前連結会計年度
(令和３年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(令和３年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 188 192

受取手形及び売掛金 7,920 7,800

電子記録債権 1,397 1,705

たな卸資産 3,660 4,498

その他 226 234

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 13,391 14,430

固定資産

有形固定資産 170 142

無形固定資産 883 962

投資その他の資産

退職給付に係る資産 183 176

差入保証金 1,415 1,445

その他 419 491

貸倒引当金 △10 △8

投資その他の資産合計 2,008 2,105

固定資産合計 3,061 3,210

資産合計 16,453 17,640

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,404 3,851

短期借入金 458 819

未払法人税等 60 152

賞与引当金 188 293

その他 316 252

流動負債合計 4,428 5,368

固定負債

役員退職慰労引当金 80 51

退職給付に係る負債 0 0

その他 64 67

固定負債合計 145 120

負債合計 4,574 5,488

純資産の部

株主資本

資本金 2,291 2,291

資本剰余金 2,285 2,285

利益剰余金 7,163 7,427

自己株式 △10 △10

株主資本合計 11,729 11,993

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 76 95

為替換算調整勘定 10 10

退職給付に係る調整累計額 62 52

その他の包括利益累計額合計 149 158

純資産合計 11,878 12,152

負債純資産合計 16,453 17,640
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
　至 令和２年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 令和３年３月１日
　至 令和３年11月30日)

売上高 28,896 33,259

売上原価 25,803 29,568

売上総利益 3,092 3,690

販売費及び一般管理費 3,011 3,278

営業利益 81 412

営業外収益

受取利息 5 5

受取配当金 3 1

持分法による投資利益 － 8

仕入割引 375 442

雇用調整助成金 102 8

その他 4 11

営業外収益合計 491 478

営業外費用

支払利息 2 1

売上割引 287 337

持分法による投資損失 4 －

その他 5 1

営業外費用合計 300 340

経常利益 272 549

税金等調整前四半期純利益 272 549

法人税、住民税及び事業税 110 221

法人税等調整額 △3 △45

法人税等合計 106 176

四半期純利益 165 373

親会社株主に帰属する四半期純利益 165 373
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
　至 令和２年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 令和３年３月１日
　至 令和３年11月30日)

四半期純利益 165 373

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 15 19

為替換算調整勘定 △2 2

退職給付に係る調整額 △10 △9

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △2

その他の包括利益合計 2 9

四半期包括利益 167 382

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 167 382
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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。
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