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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 10,464 4.6 491 ― 516 ― 430 ―

2019年3月期第3四半期 10,000 △3.5 △279 ― △251 ― △3,819 ―

（注）包括利益 2020年3月期第3四半期　　412百万円 （―％） 2019年3月期第3四半期　　△3,787百万円 （―％）

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

2020年3月期第3四半期 130.97 ―

2019年3月期第3四半期 △1,160.84 ―

(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

2020年3月期第3四半期 16,119 7,654 45.8 2,245.12

2019年3月期 15,309 7,245 45.6 2,122.91

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 7,386百万円 2019年3月期 6,984百万円

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） 30.00 30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

　　通期の期末配当につきましては、本日（2020年１月29日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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 13,430 4.3 440 ― 480 ― 370 ― 112.46

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　　通期連結業績予想の修正につきましては、本日（2020年１月29日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。



※ 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 3,293,074 株 2019年3月期 3,293,074 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 3,099 株 2019年3月期 3,099 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 3,289,975 株 2019年3月期3Q 3,290,108 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「（２）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 

 

当社グループは、2018年度の大規模リストラ策以降、2019年度の黒字回復を目指して、企業体質

の強化を図り、様々な改善活動に邁進してまいりました。その結果、上期決算段階で第１四半期発

表時に想定しておりました年度目標を上回ることが出来、以降さらなる上積みに向けて活動を推進

して参りました。 

また、既に発表しておりますように、将来に向けた事業活動の基盤づくりとして取り組んでまい

りましたＦＲＡＣＴＡ社とのパートナーシップによるＡＩ管路診断の実証検証も成果をあげ、本格

的な販売に向けた一歩を踏み出すことができました。新商品オセールも好評価を受けております。 

そのような中で進めてまいりました当第３四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりとなっ

ております。 

 

売上高につきましては、2018年11月以降、不退転の決意で進めて参りました販売価格の改善活動

が、お客様のご理解により順調に成果を上げてきており、前年同期と比べ４億64百万円（前年同期

比4.6％）増加し、104億64百万円となりました。 

収益につきましては、前述の販価改善に加え、製造部において昨年度から取り組んで参りました

大規模合理化の大幅な進展、また、資産を身の丈に合わせる減損損失計上によりスリム化したこと

で減価償却費を低減した効果もあり、スクラップ等の原材料価格が安値で推移したことと相まって、

前年同期と比べ営業利益は７億70百万円増加し４億91百万円、経常利益は７億67百万円増加し５億

16百万円となりました。 

親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、前連結累計期間に特別損失として減損損失

の計上、繰延税金資産の取り崩し等により法人税等調整額を計上した影響もあり、42億50百万円増

加し４億30百万円となりました。 

引き続き、株主の皆様をはじめステークホルダーの皆様のご期待に添えるような運営に努め、さ

らなる安定利益を確保するよう努力して参りますので、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 

2019年７月31日に発表した2020年３月期の通期連結業績予想数値を修正することといたしました。 

なお、詳細につきましては、本日(2020年１月29日)公表の「業績予想及び配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

 

 



  

―3― 

 
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：百万円) 
          

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 2,881 2,684 

  受取手形及び売掛金 4,794 6,103 

  商品及び製品 2,509 1,909 

  仕掛品 127 461 

  原材料及び貯蔵品 541 430 

  その他 61 73 

  貸倒引当金 △46 △58 

  流動資産合計 10,870 11,604 

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 3,244 3,244 

   その他（純額） 882 916 

   有形固定資産合計 4,127 4,161 

  無形固定資産 3 21 

  投資その他の資産 308 331 

  固定資産合計 4,439 4,514 

 資産合計 15,309 16,119 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,518 2,960 

  短期借入金 1,050 1,050 

  未払法人税等 36 31 

  賞与引当金 126 73 

  その他 701 649 

  流動負債合計 4,432 4,764 

 固定負債   

  長期借入金 2,000 2,000 

  役員退職慰労引当金 35 29 

  退職給付に係る負債 644 674 

  負ののれん 43 38 

  その他 908 957 

  固定負債合計 3,631 3,700 

 負債合計 8,064 8,465 
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           (単位：百万円) 
          

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 1,855 1,855 

  資本剰余金 264 264 

  利益剰余金 4,897 5,328 

  自己株式 △5 △5 

  株主資本合計 7,012 7,443 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 6 3 

  退職給付に係る調整累計額 △35 △60 

  その他の包括利益累計額合計 △28 △57 

 非支配株主持分 261 267 

 純資産合計 7,245 7,654 

負債純資産合計 15,309 16,119 
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 

第３四半期連結累計期間 

           (単位：百万円) 
          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 10,000 10,464 

売上原価 8,787 8,433 

売上総利益 1,212 2,031 

販売費及び一般管理費 1,491 1,539 

営業利益又は営業損失（△） △279 491 

営業外収益   

 受取賃貸料 5 10 

 その他 37 29 

 営業外収益合計 43 40 

営業外費用   

 支払利息 9 11 

 その他 6 4 

 営業外費用合計 15 15 

経常利益又は経常損失（△） △251 516 

特別利益   

 固定資産売却益 0 0 

 特別利益合計 0 0 

特別損失   

 固定資産除却損 10 0 

 減損損失 2,956 - 

 事務所移転費用 - 8 

 特別退職金 9 - 

 特別損失合計 2,976 8 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

△3,227 508 

法人税、住民税及び事業税 62 62 

法人税等調整額 513 4 

法人税等合計 575 66 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,802 441 

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△） 

△3,819 430 

非支配株主に帰属する四半期純利益 16 10 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △5 △3 

 退職給付に係る調整額 21 △25 

 その他の包括利益合計 15 △28 

四半期包括利益 △3,787 412 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △3,803 402 

 非支配株主に係る四半期包括利益 16 10 
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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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