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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 3,987 △3.1 291 257.6 301 229.3 226 244.3

2020年3月期第3四半期 4,115 11.3 81 △29.0 91 △26.8 65 △18.6

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 136.94 ―

2020年3月期第3四半期 39.77 ―

(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 8,629 6,249 72.4

2020年3月期 8,783 6,089 69.3

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 6,249百万円 2020年3月期 6,089百万円

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 ― ― ― 40.00 40.00

2021年3月期 ― ― ―

2021年3月期（予想） 40.00 40.00

（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 5,700 △10.6 300 △7.3 330 △12.8 210 △17.3 126.87

（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 ： 有

(注)詳細は、添付資料Ｐ．６「２．四半期財務諸表及び主な注記（３）四半期財務諸表に関する注記事項（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適
用）」をご覧下さい。

(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 1,718,000 株 2020年3月期 1,718,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 62,987 株 2020年3月期 62,852 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 1,655,076 株 2020年3月期3Q 1,655,302 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

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出しており、実際の業績は今後様々な要因により異なる可能性があります。
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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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症に係る景気低迷について、政府の各種

需要喚起策や内外経済の持ち直し等を背景に一旦は改善傾向がみられたものの、12月以降の国内における感染再拡

大により、依然として先行きに対する見方は慎重になっております。

日銀短観(2020年12月調査)によれば、2020年度の経常利益計画(全規模・全産業)は、前年度比35.3%減と、新型

コロナウイルスの感染終息が見通せない中、９月調査(同28.5%減)から引き続いての下方修正となりました。また、

設備投資計画(全規模・全産業)についても同様に、前年度比3.9%減と９月調査(同2.7%減)から引き続き下方修正さ

れた結果となりました。

このような状況下、当第３四半期累計期間における当社業績は、水素ステーション向け案件が好調だったもの

の、メンテナンス用部品の需要減少等により、売上高は前年同期比3.1％減の3,987百万円となりました。売上総利

益は前述の売上高減少はあったものの、材料調達コスト低減等の経営努力による採算改善の結果、前年同期比11.5

％増の1,097百万円となりました。販売費及び一般管理費は前年同期比10.7％減の805百万円となりました。この主

たる要因は、新型コロナウイルス感染症拡大により営業活動に一定の制限を受け、見積費用・出張旅費をはじめと

する営業関連費用が減少したことによります。売上総利益の増加額113百万円及び販売費及び一般管理費の減少額96

百万円の影響により、営業利益は前年同期比257.6％増の291百万円、経常利益は前年同期比229.3％増の301百万円

となりました。また、2018年９月の台風21号により被災した工場等の保険金請求手続きが完了し、受取保険金55百

万円を特別利益に計上しております。一方で、本社総合組立工場の新設に伴い、一部工場の建替えに係る工場解体

費用40百万円を工場再編費用として特別損失に計上しており、結果として四半期純利益は前年同期比244.3％増の

226百万円となりました。なお、当該特別損益の計上は、業績予想に織り込まれており、現時点において業績は概ね

予定通り推移しております。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間の総資産は、8,629百万円で前事業年度に比べ154百万円減少しました。この主な要因は、

有形固定資産の増加670百万円及び仕掛品の増加505百万円があったものの、預け金の減少500百万円、現金及び預金

の減少428百万円、受取手形の減少232百万円及び売掛金の減少180百万円があったことによります。

当第３四半期会計期間の負債は、2,379百万円で前事業年度に比べ314百万円減少しました。この主な要因は、電

子記録債務の増加152百万円があったものの、支払手形の減少455百万円があったことによります。

当第３四半期会計期間の純資産は、6,249百万円で前事業年度に比べ160百万円増加しました。この主な要因は、

剰余金の配当66百万円があったものの、四半期純利益の計上226百万円があったことにより、繰越利益剰余金が160

百万円増加したことによります。

以上の結果、自己資本比率は72.4％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

現時点における新型コロナウイルス感染症拡大による事業への影響は限定的であり、業績に重大な影響はありま

せん。よって、2021年3月期の業績見通しにつきましては、2020年６月12日に公表いたしました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は適時に開示いたします。
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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 907,196 478,451

受取手形 716,748 484,719

売掛金 2,317,766 2,137,706

製品 16,013 24,915

仕掛品 1,206,588 1,712,343

原材料及び貯蔵品 300,019 321,130

預け金 1,900,000 1,400,000

その他 146,331 107,215

貸倒引当金 △24,700 △21,100

流動資産合計 7,485,964 6,645,381

固定資産

有形固定資産 779,521 1,449,641

無形固定資産 78,556 95,092

投資その他の資産

その他 441,162 439,134

貸倒引当金 △1,400 -

投資その他の資産合計 439,762 439,134

固定資産合計 1,297,840 1,983,868

資産合計 8,783,804 8,629,250

負債の部

流動負債

支払手形 1,059,410 604,319

電子記録債務 - 152,107

買掛金 289,580 345,793

短期借入金 10,000 10,000

未払法人税等 109,055 22,908

前受金 101,950 24,667

賞与引当金 152,548 78,741

受注損失引当金 70,900 64,800

その他 320,950 507,483

流動負債合計 2,114,394 1,810,820

固定負債

退職給付引当金 566,344 559,549

その他 13,270 8,980

固定負債合計 579,614 568,529

負債合計 2,694,009 2,379,349
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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 1,440,000 1,440,000

資本剰余金 1,203,008 1,203,008

利益剰余金 3,555,770 3,716,210

自己株式 △109,026 △109,318

株主資本合計 6,089,752 6,249,900

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 42 -

評価・換算差額等合計 42 -

純資産合計 6,089,795 6,249,900

負債純資産合計 8,783,804 8,629,250
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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 4,115,917 3,987,816

売上原価 3,131,787 2,890,443

売上総利益 984,129 1,097,373

販売費及び一般管理費 902,510 805,522

営業利益 81,618 291,850

営業外収益

受取利息 5,421 3,519

固定資産売却益 4,384 4,262

その他 2,427 4,672

営業外収益合計 12,233 12,455

営業外費用

支払利息 214 39

固定資産売却損 - 105

固定資産除却損 1,978 1,363

為替差損 - 777

その他 0 143

営業外費用合計 2,193 2,430

経常利益 91,658 301,875

特別利益

貸倒引当金戻入額 - 1,400

受取保険金 63,487 55,657

特別利益合計 63,487 57,057

特別損失

災害による損失 59,815 2,500

工場再編費用 - 40,899

訴訟費用 - 4,178

特別損失合計 59,815 47,577

税引前四半期純利益 95,330 311,355

法人税等 29,500 84,709

四半期純利益 65,830 226,645
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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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

（2018年９月４日の台風21号による被害の発生）

2018年９月４日の台風21号の影響による被害を受けたことに伴い、当第３四半期累計期間において、「災害に

よる損失」として事業資産の修繕費用2,500千円を特別損失に計上しております。

また、台風に係る保険金請求手続きが完了したことにより、「受取保険金」として55,657千円を特別利益に計

上しております。

（工場再編費用）

当第３四半期累計期間において、当社は本社総合組立工場の新設に伴い、一部工場の建替えに係る工場解体費

用40,899千円を「工場再編費用」として特別損失に計上しております。
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