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(百万円未満切捨て)

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 4,173 2.1 74 41.7 88 62.6 70 80.2

2020年３月期第３四半期 4,088 △11.5 52 △50.3 54 △54.3 38 △57.5
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 111百万円( 40.1％) 2020年３月期第３四半期 79百万円( -％)
　

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 13.80 -

2020年３月期第３四半期 7.66 -
　

　

（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 5,263 2,914 55.4

2020年３月期 4,974 2,838 57.1
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 2,914百万円 2020年３月期 2,838百万円
　

　

　

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 - 7.00 7.00

2021年３月期 - 0.00 -

2021年３月期(予想) 7.00 7.00
(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 5,454 0.0 108 27.7 112 31.2 83 25.2 16.42
(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 ： 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 5,090,000株 2020年３月期 5,090,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 11,264株 2020年３月期 11,264株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 5,078,736株 2020年３月期３Ｑ 5,078,736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予測に関する記述は、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「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いて、当社グループの経営成績は、売上高4,173百万円(前年同四半期比2.1％

増）、営業利益74百万円(前年同四半期比41.7％増）、経常利益88百万円（前年同四半期比62.6％増)、親会社株主

に帰属する四半期純利益70百万円（前年同四半期比80.2％増）となりました。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う経済活動停滞の影響から一部顧客では需要の減少が見られたものの、５Ｇ

の実用化ならびにＡＩ，IoTの活用進展、リモートワークの普及等に伴う設備投資増加を背景に、当社主力市場であ

る半導体製造装置関連の顧客が引き続き堅調に推移し、インフラ関連でも受注が回復してきたことから前第３四半

期と比べ増収増益となりました。

　なお、当社グループは単一セグメントのため、セグメント別の記載は行っておりません。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、5,263百万円（前連結会計年度末比289百万円、5.8％増）となり

ました。

流動資産は3,151百万円で、前連結会計年度末に比べ240百万円増加いたしました。主として現金及び預金の増加

によるものです。

固定資産は2,111百万円で、前連結会計年度末に比べ48百万円増加いたしました。主として投資有価証券の増加に

よるものです。

負債は、2,348百万円（前連結会計年度末比213百万円、10.0％増）となりました。

流動負債は2,183百万円で、前連結会計年度末に比べ208百万円増加いたしました。主として支払手形及び買掛金

の増加によるものです。

固定負債は165百万円で、前連結会計年度末に比べ５百万円増加いたしました。主として繰延税金負債の増加によ

るものです。

純資産は、2,914百万円（前連結会計年度末比75百万円、2.7％増）となりました。主として利益剰余金とその他

有価証券評価差額金の増加によるものです。

（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、現時点において、2020年５月14日に公表しました通期の業績予想につ

いて変更はありません。
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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：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 1,040,244 1,208,490

受取手形及び売掛金 1,343,240 1,266,776

電子記録債権 215,896 290,091

商品 302,451 376,817

その他 9,541 10,212

貸倒引当金 △423 △657

流動資産合計 2,910,950 3,151,730

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 474,272 460,056

土地 1,158,875 1,158,875

その他（純額） 7,390 11,107

有形固定資産合計 1,640,538 1,630,039

無形固定資産 39,987 39,085

投資その他の資産

投資有価証券 370,497 429,687

その他 45,091 46,649

貸倒引当金 △32,918 △33,860

投資その他の資産合計 382,670 442,476

固定資産合計 2,063,196 2,111,601

資産合計 4,974,147 5,263,332

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,159,727 1,379,847

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 20,000 20,000

未払法人税等 6,846 7,242

賞与引当金 21,602 11,323

その他 66,664 64,700

流動負債合計 1,974,841 2,183,113

固定負債

長期借入金 35,000 20,000

繰延税金負債 91,605 111,027

退職給付に係る負債 23,178 25,347

その他 10,685 9,489

固定負債合計 160,469 165,864

負債合計 2,135,310 2,348,978
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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 500,000 500,000

資本剰余金 372,500 372,500

利益剰余金 1,852,871 1,887,408

自己株式 △4,912 △4,912

株主資本合計 2,720,458 2,754,995

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 118,971 159,883

為替換算調整勘定 △594 △525

その他の包括利益累計額合計 118,377 159,358

純資産合計 2,838,836 2,914,353

負債純資産合計 4,974,147 5,263,332
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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 4,088,244 4,173,781

売上原価 3,449,187 3,555,681

売上総利益 639,057 618,100

販売費及び一般管理費 586,183 543,196

営業利益 52,874 74,903

営業外収益

受取利息 49 58

受取配当金 15,347 16,028

その他 1,190 3,863

営業外収益合計 16,587 19,949

営業外費用

支払利息 5,243 4,931

持分法による投資損失 9,355 1,106

その他 393 260

営業外費用合計 14,993 6,298

経常利益 54,468 88,554

特別損失

固定資産売却損 35 165

特別損失合計 35 165

税金等調整前四半期純利益 54,432 88,389

法人税、住民税及び事業税 9,682 16,050

法人税等調整額 5,856 2,250

法人税等合計 15,539 18,301

四半期純利益 38,892 70,087

親会社株主に帰属する四半期純利益 38,892 70,087
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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 38,892 70,087

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 40,467 40,911

持分法適用会社に対する持分相当額 △108 69

その他の包括利益合計 40,359 40,980

四半期包括利益 79,252 111,068

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 79,252 111,068

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）

該当事項はありません。

　


