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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年3月21日～2020年12月20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 4,019 △23.5 767 △48.9 769 △48.1 517 △47.4

2020年3月期第3四半期 5,254 △3.7 1,502 △5.0 1,480 △6.3 983 △4.4

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　524百万円 （△47.0％） 2020年3月期第3四半期　　990百万円 （△2.0％）

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 208.64 ―

2020年3月期第3四半期 374.84 ―

(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 7,209 6,309 86.7

2020年3月期 7,145 6,025 83.7

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 6,253百万円 2020年3月期 5,977百万円

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 ― 97.00 97.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） 42.00 42.00

（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3月21日～2021年3月20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 4,820 △28.8 770 △56.6 764 △56.4 504 △57.8 203.31

（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（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) 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 2,942,000 株 2020年3月期 2,942,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 463,066 株 2020年3月期 463,019 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 2,478,976 株 2020年3月期3Q 2,623,023 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。業績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、四半期決算
短信（添付資料）２ページ「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」をご覧下さい。
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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

① 国内市場

当第３四半期累計期間における日本経済は、新型コロナウイルス感染症の第３波の拡大により依然として経済活

動の本格的再開が見えない中ではありますが、ウィズコロナによる施策も広がりを見せ経済活動も徐々に回復の実

態が見えつつある状況となりました。

そのような状況のなか当社主力販売先である自動車産業における設備投資の状況につきましては、未だ一部の顧

客において訪問制限、接触制限が継続されており、顧客とのコンタクトが完全に回復したとは言えない状況が継続

しております。また大型設備案件においては計画の先送りや見直し途上の客先が多く、未だ市場環境は先行きが読

みづらい状況にあります。

② 米国市場

新型コロナウイルス感染症の影響により企業収益が大きく減少し、設備投資も大幅に減少している状況下ではあ

りましたが、当社の主要顧客における設備投資は比較的早期に回復を示しており、売上高においてはハンドナット

ランナを中心に前年同期を上回る状況となりました。

③ 中国市場

新型コロナウイルス感染症の影響により企業収益が大きく減少し、設備投資も大幅に減少しておりましたが、他

地域に先んじて経済活動が回復しており、大型設備投資の回復は多少時間を要すると思われますが、工具であるハ

ンドナットランナの需要は早期に回復し前年同期を上回る状況となり、全体では売上高で前年同期比微増まで回復

いたしました。

④ その他の市場

全地域において新型コロナウイルス感染症の影響により企業収益が大きく減少し、設備投資も大幅に減少してい

る状況下ではありますが、地域によっては徐々に回復傾向を示しつつあります。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上状況は、上記の市場環境により全品種とも前年比減収となり売上高

4,019百万円(前年同四半期比23.5%減)となりました。

利益状況は、従業員の新規増員抑制や経費削減等による固定費削減を実施しましたが、売上高が大幅に減少した

ことにより固定比率が上昇した結果、営業利益767百万円(前年同四半期比48.9％減)、売上高営業利益率19.1％(前

年同四半期は28.6％）、経常利益769百万円(前年同四半期比48.1％減)、売上高経常利益率19.1％(前年同四半期は

28.2％)、親会社株主に帰属する四半期純利益517百万円(前年同四半期比47.4％減)となりました。

地域別売上においては、国内市場の回復が遅く、北米及び中国市場の回復が顕著であったことから海外売上比率

が上昇し、海外売上高2,375百万円(前年同四半期比3.2％増)、国内売上高1,644百万円(前年同四半期比44.3％減)、

売上全体に占める海外売上比率は59.1％(前年同四半期は43.8％)、国内売上比率は40.9％(前年同四半期は56.2％)

となりました。

なお、当社製品は、ネジ締付装置、同部品及びネジ締付工具でありますので、単一セグメントとして市場環境を

判断しております。

（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は、7,209百万円と前連結会計年度末比63百万円の増加となりました。増減の

主な内訳は、原材料が192百万円増加した一方、仕掛品が120百万円減少したためであります。

当第３四半期連結会計期間末の負債は、899百万円と前連結会計年度末比220百万円の減少となりました。増減の

主な内訳は、未払法人等が157百万円減少したためであります。

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、6,309百万円と前連結会計年度末比284百万円の増加となりました。増

減の主な内訳は利益剰余金が276百万円増加したためであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期連結累計期間までにおける業績は、計画を若干上回って推移しております。しかしながら、新型コ

ロナウイルス感染症拡大に伴う影響、特に緊急事態宣言の発出によって今後の見通しが立てにくいことを勘案し、

2020年10月26日付の「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」において公表いたしました業績予想を据え置いて

おります。

なお、上記の業績予想は、本資料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り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20日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 544,878 662,414

受取手形及び売掛金 1,775,158 1,690,875

電子記録債権 338,009 358,785

商品及び製品 443,131 454,504

仕掛品 332,438 212,222

原材料 1,107,068 1,299,840

その他 89,061 127,309

貸倒引当金 △2,148 △2,049

流動資産合計 4,627,597 4,803,902

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 853,881 823,778

土地 830,106 830,106

その他（純額） 189,794 148,736

有形固定資産合計 1,873,781 1,802,621

無形固定資産 42,781 46,961

投資その他の資産

繰延税金資産 189,705 133,743

その他 412,767 422,728

貸倒引当金 △800 △800

投資その他の資産合計 601,672 555,671

固定資産合計 2,518,236 2,405,255

資産合計 7,145,833 7,209,157
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月20日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 191,026 228,994

未払法人税等 269,173 111,252

賞与引当金 61,712 17,888

役員賞与引当金 ― 22,509

製品保証引当金 55,000 45,000

その他 319,923 229,912

流動負債合計 896,835 655,556

固定負債

退職給付に係る負債 210,636 234,469

その他 13,145 9,732

固定負債合計 223,781 244,201

負債合計 1,120,617 899,758

純資産の部

株主資本

資本金 557,000 557,000

資本剰余金 639,750 639,750

利益剰余金 6,226,446 6,503,207

自己株式 △1,461,410 △1,461,604

株主資本合計 5,961,785 6,238,353

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 21,236 33,568

為替換算調整勘定 △5,081 △18,465

その他の包括利益累計額合計 16,154 15,103

非支配株主持分 47,275 55,942

純資産合計 6,025,215 6,309,399

負債純資産合計 7,145,833 7,209,157
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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３月21日
　至 2019年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年３月21日
　至 2020年12月20日)

売上高 5,254,971 4,019,570

売上原価 2,791,720 2,299,950

売上総利益 2,463,251 1,719,620

販売費及び一般管理費 960,712 952,531

営業利益 1,502,538 767,089

営業外収益

受取利息 91 71

受取配当金 2,713 2,735

持分法による投資利益 5,205 －

雇用調整助成金 － 11,880

その他 1,085 2,078

営業外収益合計 9,094 16,765

営業外費用

為替差損 10,715 2,958

自己株式取得費用 19,327 －

持分法による投資損失 － 11,797

その他 661 19

営業外費用合計 30,704 14,776

経常利益 1,480,928 769,078

税金等調整前四半期純利益 1,480,928 769,078

法人税、住民税及び事業税 457,307 188,240

法人税等調整額 24,722 50,612

法人税等合計 482,029 238,852

四半期純利益 998,898 530,225

非支配株主に帰属する四半期純利益 15,672 13,004

親会社株主に帰属する四半期純利益 983,226 517,221
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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３月21日
　至 2019年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年３月21日
　至 2020年12月20日)

四半期純利益 998,898 530,225

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,977 12,332

為替換算調整勘定 △4,857 △18,961

持分法適用会社に対する持分相当額 △14,084 1,240

その他の包括利益合計 △7,965 △5,387

四半期包括利益 990,933 524,838

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 973,993 516,170

非支配株主に係る四半期包括利益 16,940 8,667
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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。

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染症について)

当期の連結財務諸表の作成にあたって、新型コロナウイルス感染症が当社グループの業績に与える影響につい

ては、新型コロナウイルス感染症の影響を勘案しつつ当期後半から翌期初頭にあたり上向きになるとの仮定に基

づき、会計上の見積りを行いました。現時点においては重要な影響を与えるものではないと判断しておりますが、

今後の状況の変化によっては、連結財務諸表の作成に影響を与える可能性があります。

　


