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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 3,444 △10.6 168 20.6 207 70.5 35 △52.9

2020年３月期第３四半期 3,853 △2.8 139 △58.7 121 △64.4 75 △69.6
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 24百万円(△50.3％) 2020年３月期第３四半期 48百万円( △78.3％)
　

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 12.88 －

2020年３月期第３四半期 27.32 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年３月期第３四半期 8,388 4,743 56.5 1,716.53

2020年３月期 8,526 4,765 55.9 1,724.32
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 4,743百万円 2020年３月期 4,765百万円
　

　

　

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 － － － 15.00 15.00

2021年３月期 － － －

2021年３月期(予想) 15.00 15.00
(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 4,700 △8.6 170 △22.2 190 △6.2 50 △64.5 18.09
(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 3,092,623株 2020年３月期 3,092,623株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 329,270株 2020年３月期 328,877株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 2,763,511株 2020年３月期３Ｑ 2,763,553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
（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績予想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」をご参照ください。
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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(2020年４月１日～2020年12月31日)におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感

染拡大の収束の見通しが立たない状況が継続し、国内外の移動制限や外出の自粛、イベントの中止などの影響によ

り経済活動は大きく停滞しており、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しました。

このような事業環境の中、当社グループは、コロナ対策として在宅勤務の推進や工場内の営業サテライトオフィ

スの設置、ＴＶ会議システムの活用などを推進し、新製品の開発や生産性の向上およびコスト削減に取り組んでま

いりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,444百万円(前年同四半期比10.6％減)、営業利益は

168百万円(前年同四半期比20.6％増)、経常利益は207百万円(前年同四半期比70.5％増)、特別損失に中国子会社の

減損損失等を計上したため、親会社株主に帰属する四半期純利益は35百万円(前年同四半期比52.9％減)となりまし

た。

営業利益率は4.9％となり、前年同四半期比で1.3ポイント増加しました。経常利益率は6.0％となり、前年同四半

期比で2.8ポイント増加しました。

セグメント別の状況は、次のとおりであります。

(テクノ製品事業)

テクノ製品事業は、国内および海外売上が共に低調に推移しましたが、一方で国内外の出張費や宣伝費など営業

コスト削減に加えて、製造費用についてもトータルコスト削減の効果がありました結果、売上高は2,349百万円(前

年同四半期比12.9％減)、セグメント利益(営業利益)は260百万円(前年同四半期比2.8％減)となりました。

その結果、セグメント利益率は11.1％となり、前年同四半期比で1.2ポイント増加しました。

(メディカル製品事業)

メディカル製品事業は、第３四半期においてコロナ禍の影響を受けて手術件数が減少し売上が低調に推移したも

のの、出張自粛等により、販売費及び一般管理費が減少したことから、売上高は1,095百万円(前年同四半期比5.2％

減)、セグメント利益(営業利益)は117百万円(前年同四半期比48.8％増)となりました。

その結果、セグメント利益率は10.7％となり、前年同四半期比で3.9ポイント増加しました。

（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総資産は、前連結会計年度末に比べ138百万円減少し、8,388百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金174百万円の増加があるものの、有形固定資産156百万円、受取手形及び売掛金83百

万円、その他の流動資産62百万円などが減少したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ116百万円減少し、3,644百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金85百万円、賞与引当金40百万円などの減少によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ22百万円減少し、4,743百万円となりました。これは主に、その他有価証券評

価差額金20百万円の減少などによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2020年11月10日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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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 1,434,362 1,609,054

受取手形及び売掛金 1,261,367 1,178,173

商品及び製品 174,020 183,812

仕掛品 1,336,769 1,388,302

原材料及び貯蔵品 394,025 378,273

その他 203,690 140,930

貸倒引当金 △123 △887

流動資産合計 4,804,112 4,877,660

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,020,148 3,041,235

減価償却累計額 △1,749,271 △1,820,832

建物及び構築物（純額） 1,270,877 1,220,403

機械装置及び運搬具 2,926,092 2,989,855

減価償却累計額 △2,471,440 △2,571,518

機械装置及び運搬具（純額） 454,652 418,337

土地 1,509,554 1,509,554

リース資産 250,539 214,144

減価償却累計額 △117,545 △137,156

リース資産（純額） 132,993 76,988

建設仮勘定 25,867 18,855

その他 444,099 450,360

減価償却累計額 △403,476 △416,149

その他（純額） 40,623 34,211

有形固定資産合計 3,434,568 3,278,350

無形固定資産

特許権 4,677 3,881

リース資産 11,134 8,144

その他 15,181 17,566

無形固定資産合計 30,993 29,591

投資その他の資産

投資有価証券 103,984 69,345

出資金 210 210

繰延税金資産 64,483 57,333

その他 96,709 87,502

貸倒引当金 △8,535 △11,894

投資その他の資産合計 256,851 202,496

固定資産合計 3,722,414 3,510,438

資産合計 8,526,527 8,388,098
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 470,474 384,780

1年内返済予定の長期借入金 401,286 386,796

リース債務 42,834 37,519

未払法人税等 14,242 35,648

賞与引当金 85,527 44,840

その他 231,390 213,624

流動負債合計 1,245,754 1,103,210

固定負債

長期借入金 1,963,302 1,985,158

リース債務 72,018 44,990

再評価に係る繰延税金負債 31,616 31,616

株式給付引当金 90,192 105,843

退職給付に係る負債 357,312 373,169

その他 745 745

固定負債合計 2,515,186 2,541,522

負債合計 3,760,941 3,644,732

純資産の部

株主資本

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 518,489 518,489

利益剰余金 2,554,312 2,543,698

自己株式 △214,956 △215,223

株主資本合計 4,797,680 4,786,799

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 42,749 21,870

土地再評価差額金 △77,128 △77,128

為替換算調整勘定 2,284 11,825

その他の包括利益累計額合計 △32,094 △43,433

純資産合計 4,765,585 4,743,366

負債純資産合計 8,526,527 8,388,098
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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 3,853,531 3,444,181

売上原価 2,769,206 2,423,231

売上総利益 1,084,324 1,020,950

販売費及び一般管理費 944,958 852,846

営業利益 139,366 168,104

営業外収益

受取利息 114 190

受取配当金 2,084 2,105

雇用調整助成金 － 48,353

その他 4,721 4,503

営業外収益合計 6,920 55,153

営業外費用

支払利息 11,468 11,215

為替差損 12,261 626

その他 1,042 4,281

営業外費用合計 24,773 16,123

経常利益 121,514 207,134

特別利益

固定資産売却益 50 －

投資有価証券売却益 － 23,715

特別利益合計 50 23,715

特別損失

固定資産除却損 660 189

減損損失 － 65,949

事業構造改善費用 － 51,786

特別損失合計 660 117,925

税金等調整前四半期純利益 120,904 112,924

法人税、住民税及び事業税 26,060 61,145

法人税等調整額 19,337 16,185

法人税等合計 45,398 77,330

四半期純利益 75,505 35,593

親会社株主に帰属する四半期純利益 75,505 35,593
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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 75,505 35,593

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,168 △20,879

為替換算調整勘定 △14,531 9,541

その他の包括利益合計 △26,699 △11,338

四半期包括利益 48,805 24,255

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 48,805 24,255
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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。

（セグメント情報等）

　 【セグメント情報】

Ⅰ 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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,696,728 1,153,994 3,850,723 2,808 3,853,531

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 2,065 2,065 21,151 23,217

計 2,696,728 1,156,060 3,852,789 23,960 3,876,749

セグメント利益 268,313 78,883 347,197 7,142 354,339

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項)

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 347,197

「その他」の区分の利益 7,142

全社費用（注） △214,973

四半期連結損益計算書の営業利益 139,366

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,349,001 1,092,099 3,441,100 3,080 3,444,181

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 3,525 3,525 9,431 12,957

計 2,349,001 1,095,625 3,444,626 12,512 3,457,139

セグメント利益
又はセグメント損失(△)

260,714 117,343 378,058 △4,096 373,961

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項)

（単位：千円）

利益又は損失 金額

報告セグメント計 378,058

「その他」の区分の損失(△) △4,096

全社費用（注） △205,856

四半期連結損益計算書の営業利益 168,104

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

テクノ製品事業において、連結子会社である天津奥貝庫斯技研有限公司の筆記具用繊維束の生産停止に伴い、

遊休資産となる固定資産について減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期

連結累計期間において65百万円であります。

　


