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1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第3四半期 4,200 △5.6 313 42.1 278 32.8 244 34.2

2019年3月期第3四半期 4,452 24.0 220 49.2 209 67.3 182 82.0

（注）包括利益 2020年3月期第3四半期　　301百万円 （264.8％） 2019年3月期第3四半期　　82百万円 （△58.4％）

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

2020年3月期第3四半期 71.08 ―

2019年3月期第3四半期 52.95 ―

（注）2018年10月１日付で普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定
し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

(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 ％

2020年3月期第3四半期 8,429 1,147 13.6

2019年3月期 6,622 845 12.8

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 1,147百万円 2019年3月期 845百万円

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

2019年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2020年3月期 ― 0.00 ―

2020年3月期（予想） 0.00 0.00

（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. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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 5,700 0.6 360 70.8 320 67.0 280 79.3 81.35

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

（注）詳細は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。



※ 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） 2020年3月期3Q 3,462,400 株 2019年3月期 3,462,400 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 20,693 株 2019年3月期 20,547 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 3,441,810 株 2019年3月期3Q 3,442,205 株

（注）2018年10月１日付で普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われた
と仮定し、期中平均株式数を算定しております。

※ 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３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わが国経済は、雇用情勢や所得環境の改善が続き、緩やかな

回復基調で推移したものの、米中貿易摩擦の先行き懸念や中東の地政学的リスクの高まり、欧州経

済の先行き不安等から、輸出及び生産活動に弱さが見られ、依然として先行き不透明な状況が続い

ております。 

  こうした状況の下、当社グループは引き続き、新規販売先の獲得や売価の見直し等の販売力の強

化、及び生産現場の体質改善や原価低減諸施策の実施等、生産性向上にも積極的に取り組んでまい

りました。 

  この結果、当第３四半期連結会計期間は、当初計画を超える期間利益の増加となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間においては、売上高は 4,200 百万円（前年同四半期比 5.6％

減）、営業利益は 313 百万円（前年同四半期比 42.1％増）、経常利益は 278 百万円（前年同四半期

比 32.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は 244 百万円（前年同四半期比 34.2％増）と

なりました。 

  また、セグメント別では、当社グループは、１工場で工作機械の製造を行い、販売するという単

一事業を展開しております。 

  そこで、セグメント別の「工作機械事業」としては、上記のとおりですが、以下「機種別」に市

場動向、販売状況等を補足させていただきます。 

① ラップ盤 

デジタル家電向の設備投資は、国内外の半導体シリコンウエーハ加工用並びに光学関連部品加

工用向の需要が堅調に推移したものの、自動車部品加工用をはじめとする金属部品加工用ファイ

ングラインディングマシンの販売がやや伸び悩み、売上高は 2,005 百万円（前年同四半期比

10.1％減）となりました。 

② ホブ盤、フライス盤 

ホブ盤では、国内外の釣具関連向の需要は堅調に推移したものの、米中貿易摩擦の影響もあ

り、中国市場における各種減速機の歯車加工用や自動車関連部品加工用設備の需要が低迷し、フ

ライス盤においても韓国向の需要が伸びず、売上高は 622 百万円(前年同四半期比 40.6％減）に

とどまりました。 

③ 部品、歯車 

半導体シリコンウエーハ加工用の消耗部品やガラスハードディスク基板等の光学関連部品加工

用の消耗部品の販売が順調に伸び、売上高は 1,571 百万円（前年同四半期比 34.1％増）となりま

した。 

 

（２）財政状態に関する説明 

（流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 5,350 百万円で、前連結会計年度末に

比べ 1,553 百万円増加しております。主な増加要因は、たな卸資産の増加 1,125 百万円、受取手

形及び売掛金の売上債権の増加 540 百万円であり、主な減少要因は、現金及び預金の減少 166 百

万円であります。 
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  （固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は 3,079 百万円で、前連結会計年度末に

比べ 253 百万円増加しております。有形固定資産の増加 158 百万円、投資その他の資産の増加 89

百万円が主な要因であります。 

  （流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は 5,394 百万円で、前連結会計年度末に

比べ 138 百万円増加しております。主な増加要因は、短期借入金の増加 1,578 百万円、前受金の

増加 754 百万円、支払手形及び買掛金の仕入債務の増加 452 百万円であり、主な減少要因は、１

年内返済予定の長期借入金の減少 2,754 百万円であります。 

  （固定負債） 

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は 1,887 百万円で、前連結会計年度末に

比べ 1,367 百万円増加しております。長期借入金の増加 1,369 百万円が主な要因であります。 

  （純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は 1,147 百万円で、前連結会計年度末に比

べ 301 百万円増加しております。親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加

244 百万円が主な要因であります。 

 

（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の経営成績と今後の業績動向を考慮した結果、2019 年５月 14 日に公

表いたしました 2020 年３月期通期連結業績予想を修正いたします。 

なお、詳細につきましては、本日(2020 年２月 13 日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 

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。 
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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
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,019,512 853,138 

受取手形及び売掛金 1,209,806 1,750,082 

商品及び製品 25,968 34,450 

仕掛品 1,356,579 2,539,595 

原材料 82,817 16,892 

その他 102,130 156,249 

流動資産合計 3,796,815 5,350,410 

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 545,808 523,704 

土地 1,407,357 1,407,357 

その他（純額） 413,621 594,102 

有形固定資産合計 2,366,786 2,525,164 

無形固定資産

その他 ― 5,217 

無形固定資産合計 ― 5,217 

投資その他の資産

投資有価証券 258,405 348,149 

その他 215,477 215,616 

貸倒引当金 △14,958 △14,958

投資その他の資産合計 458,925 548,807 

固定資産合計 2,825,711 3,079,189 

資産合計 6,622,527 8,429,599 

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,796,573 2,248,874 

短期借入金 71,296 1,649,838 

1年内返済予定の長期借入金 2,895,869 141,183 

未払法人税等 29,591 23,034 

製品保証引当金 78,091 49,717 

前受金 131,709 886,485 

その他 253,330 395,491 

流動負債合計 5,256,462 5,394,624 

固定負債

長期借入金 152,489 1,522,393 

退職給付に係る負債 277,102 247,717 

資産除去債務 33,088 33,407 

その他 57,654 84,241 

固定負債合計 520,334 1,887,760 

負債合計 5,776,797 7,282,385 
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,213,186 2,213,186 

資本剰余金 165,635 165,635 

利益剰余金 △1,630,984 △1,386,331

自己株式 △30,240 △30,347

株主資本合計 717,596 962,143 

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 125,270 186,815 

為替換算調整勘定 2,862 △1,744

その他の包括利益累計額合計 128,133 185,070 

純資産合計 845,730 1,147,213 

負債純資産合計 6,622,527 8,429,599 
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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　2018年４月１日
　至　2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

売上高 4,452,110 4,200,765 

売上原価 3,575,256 3,281,009 

売上総利益 876,853 919,755 

販売費及び一般管理費

販売手数料 78,964 41,913 

荷造運搬費 72,543 60,621 

役員報酬 64,040 72,030 

従業員給料 113,942 119,722 

従業員賞与 28,400 28,686 

退職給付費用 5,895 5,232 

その他 292,269 277,869 

販売費及び一般管理費合計 656,056 606,074 

営業利益 220,796 313,680 

営業外収益

受取利息 357 222 

受取配当金 8,195 8,120 

保険解約返戻金 8,755 8,604 

物品売却益 1,754 6,998 

不動産賃貸料 2,067 3,247 

為替差益 7,266 ―

その他 4,173 6,413 

営業外収益合計 32,568 33,607 

営業外費用

支払利息 31,489 26,777 

支払手数料 7,441 33,365 

その他 4,846 8,808 

営業外費用合計 43,777 68,951 

経常利益 209,587 278,336 

特別利益

固定資産売却益 1,066 ―

特別利益合計 1,066 ―

特別損失

固定資産除却損 76 1,742 

特別損失合計 76 1,742 

税金等調整前四半期純利益 210,578 276,594 

法人税、住民税及び事業税 28,413 32,330 

法人税等調整額 △85 △390

法人税等合計 28,327 31,940 

四半期純利益 182,250 244,653 

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 182,250 244,653 
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益 182,250 244,653 

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △96,278 61,544 

為替換算調整勘定 △3,299 △4,607

その他の包括利益合計 △99,578 56,937 

四半期包括利益 82,672 301,590 

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 82,672 301,590 

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 2019 年４月１日 至 2019 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 
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