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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 17,880 △3.8 864 △8.8 956 △7.2 659 △5.9

2020年3月期第3四半期 18,586 △13.4 947 △35.1 1,030 △33.1 701 △33.9

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　1,106百万円 （31.5％） 2020年3月期第3四半期　　840百万円 （19.4％）

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 152.49 ―

2020年3月期第3四半期 162.22 ―

(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 26,722 18,100 67.7

2020年3月期 26,520 17,509 66.0

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 18,100百万円 2020年3月期 17,509百万円

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 ― 120.00 120.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） 80.00 80.00

（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 25,000 △4.6 1,200 △9.7 1,290 △10.1 870 △10.5 201.14

（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 5,000,000 株 2020年3月期 5,000,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 673,043 株 2020年3月期 675,296 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 4,325,986 株 2020年3月期3Q 4,322,012 株

(注)「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式を自己株式に含めて記載しております。

※ 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、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世界経済は、新型コロナウイルス感染症（以下、コロナという）拡大の影響

を受け、世界的に設備投資を控える動きが拡大してまいりました。一方、中国においては生産活動の正常化がいち

早く進み、インフラ投資などが積極的に行われたほか、自動車市場の回復もみられました。またわが国経済は、コ

ロナによる経済活動の停滞から徐々に再開され、政府による給付金や企業の資金繰り強化政策もあり緩やかな回復

基調にありました。しかし、感染が再拡大したことで個人消費は低迷しており、コロナの影響が長期化の様相を呈

しております。

このような経済環境下における当社グループの国内販売は、テレワークの普及によるデジタル化や５Ｇへの投資

など半導体市場は拡大してきており、半導体及び半導体・液晶製造装置に関連する得意先への当社受注は回復しつ

つあります。また、自動車・車載部品に関連する一部得意先からの装置関連の販売は継続したものの、全体として

はコロナの影響を受け、前年を若干下回る水準で推移しております。また海外販売は、中国国内のスマートフォン

向け電子部品に関する得意先への産業用ロボットの販売は、第３四半期は足踏み状態でありましたが、受注、引き

合いは好調に推移しております。

以上の結果、売上高は178億80百万円(前年同四半期比3.8％減)、営業利益は８億64百万円(前年同四半期比8.8％

減)、経常利益は９億56百万円(前年同四半期比7.2％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は６億59百万円(前年

同四半期比5.9％減)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の自己資本比率は、前連結会計年度末比1.7ポイント増の67.7％となりました。

(資産)

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して２億１百万円(0.8％)増の267億22百万

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末比５億１百万円(2.4％)減の203億95百万円となりましたが、現金及び預金の増

加(13億34百万円)、電子記録債権の増加(４億16百万円)と受取手形及び売掛金の減少(24億13百万円)が主な要因

となっております。

固定資産は、前連結会計年度末比７億２百万円(12.5％)増の63億26百万円となりましたが、投資その他の資産

の増加(７億12百万円)が主な要因となっております。

(負債)

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して３億89百万円(4.3％)減の86億21百万

円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末比６億１百万円(6.9％)減の80億89百万円となりましたが、電子記録債務の増加

(15億55百万円)と支払手形及び買掛金の減少(19億５百万円)、未払法人税等の減少(１億84百万円)が主な要因と

なっております。

固定負債は、前連結会計年度末比２億11百万円(66.1％)増の５億32百万円となりましたが、繰延税金負債の増

加(２億31百万円)が主な要因となっております。

(純資産)

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上(６億59百万円)によ

る増加や、前期決算の剰余金の配当(５億19百万円)による減少などにより、前連結会計年度末と比べ５億90百万

円(3.4％)増の181億円となりました。

（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月期の業績予想につきましては、2020年８月７日付の当社「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」

において発表しました業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は

様々な要因により予想値と異なる場合があります。
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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 9,742,553 11,076,850

受取手形及び売掛金 8,299,944 5,886,112

電子記録債権 2,699,154 3,115,481

商品 109,877 240,878

その他 45,196 75,951

流動資産合計 20,896,725 20,395,274

固定資産

有形固定資産 1,961,220 1,952,570

無形固定資産 39,390 38,890

投資その他の資産 3,623,302 4,335,340

固定資産合計 5,623,914 6,326,801

資産合計 26,520,639 26,722,076

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,919,729 2,014,614

電子記録債務 4,174,212 5,729,317

未払法人税等 257,676 73,276

引当金 177,347 72,600

その他 161,566 199,690

流動負債合計 8,690,532 8,089,499

固定負債

引当金 19,618 -

その他 300,847 532,280

固定負債合計 320,465 532,280

負債合計 9,010,998 8,621,779

純資産の部

株主資本

資本金 1,148,000 1,148,000

資本剰余金 1,097,245 1,097,245

利益剰余金 15,798,658 15,938,366

自己株式 △1,223,879 △1,219,286

株主資本合計 16,820,023 16,964,324

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 662,236 1,112,522

為替換算調整勘定 27,381 23,449

その他の包括利益累計額合計 689,617 1,135,971

純資産合計 17,509,641 18,100,296

負債純資産合計 26,520,639 26,722,076
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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 18,586,975 17,880,014

売上原価 15,917,633 15,350,748

売上総利益 2,669,342 2,529,265

販売費及び一般管理費 1,721,468 1,664,566

営業利益 947,873 864,698

営業外収益

受取利息 9,239 4,335

受取配当金 33,025 31,951

仕入割引 29,624 27,431

助成金収入 - 27,940

その他 14,797 8,398

営業外収益合計 86,686 100,057

営業外費用

支払利息 - 3,107

売上割引 1,749 1,347

為替差損 2,469 3,573

その他 239 308

営業外費用合計 4,458 8,337

経常利益 1,030,102 956,418

特別損失

投資有価証券評価損 - 1,227

特別損失合計 - 1,227

税金等調整前四半期純利益 1,030,102 955,191

法人税、住民税及び事業税 289,849 261,737

法人税等調整額 39,155 33,797

法人税等合計 329,004 295,534

四半期純利益 701,098 659,656

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 701,098 659,656
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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)

四半期純利益 701,098 659,656

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 181,967 450,286

為替換算調整勘定 △42,198 △3,932

その他の包括利益合計 139,769 446,353

四半期包括利益 840,867 1,106,010

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 840,867 1,106,010

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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）

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)

該当事項はありません。

　


