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1. 2021年4月期第3四半期の連結業績（2020年5月1日～2021年1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4月期第3四半期 23,132 2.6 494 △33.5 679 △17.1 448 △9.6

2020年4月期第3四半期 22,537 △3.8 743 △33.8 819 △30.0 496 △33.6

（注）包括利益 2021年4月期第3四半期　　511百万円 （3.9％） 2020年4月期第3四半期　　492百万円 （△32.7％）

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4月期第3四半期 48.38 ―

2020年4月期第3四半期 53.67 ―

(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4月期第3四半期 27,262 15,717 57.3

2020年4月期 30,525 15,301 49.8

（参考）自己資本 2021年4月期第3四半期 15,617百万円 2020年4月期 15,195百万円

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4月期 ― 10.00 ― 9.00 19.00

2021年4月期 ― 3.00 ―

2021年4月期（予想） 8.00 11.00

（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4月期の連結業績予想（2020年5月1日～2021年4月30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 30,300 △3.4 355 △62.0 545 △44.3 335 △41.7 36.12

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(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4月期3Q 9,605,800 株 2020年4月期 9,605,800 株

② 期末自己株式数 2021年4月期3Q 322,979 株 2020年4月期 348,571 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年4月期3Q 9,271,509 株 2020年4月期3Q 9,248,754 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

１. 新型コロナウイルス感染症の影響などにより、第４四半期連結会計期間(2021年２月１日～2021年４月30日)の連結業績予想については厳しい状況で推移す

ると見込んでおり、前回発表時点から市場動向等について大きな変動がない状況を勘案した結果、2020年12月７日に公表いたしました2021年４月期の連結業
績予想につきましては、今回修正を行わず据置いております。

２. 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およ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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　 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４月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,203,047 5,148,453

受取手形及び売掛金 7,502,375 6,627,126

電子記録債権 2,153,987 2,289,228

商品及び製品 2,334,947 1,983,900

仕掛品 853,294 870,772

原材料 590,635 734,419

その他 962,644 498,703

貸倒引当金 △6,102 △4,842

流動資産合計 20,594,829 18,147,761

固定資産

有形固定資産 4,744,914 4,506,703

無形固定資産

のれん 1,659,973 1,474,282

その他 1,200,488 1,064,439

無形固定資産合計 2,860,461 2,538,722

投資その他の資産 2,324,824 2,068,909

固定資産合計 9,930,200 9,114,335

資産合計 30,525,030 27,262,097
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年４月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,495,457 3,142,304

電子記録債務 3,067,736 3,536,383

短期借入金 2,198,480 －

1年内返済予定の長期借入金 434,060 321,324

未払法人税等 164,842 178,934

賞与引当金 － 110,935

役員賞与引当金 28,400 18,670

その他 2,772,186 1,765,403

流動負債合計 12,161,162 9,073,956

固定負債

長期借入金 1,714,426 1,314,649

役員退職慰労引当金 9,911 12,306

退職給付に係る負債 138,971 201,117

資産除去債務 5,025 5,026

その他 1,194,099 937,264

固定負債合計 3,062,434 2,470,362

負債合計 15,223,597 11,544,318

純資産の部

株主資本

資本金 1,028,078 1,028,078

資本剰余金 763,775 763,288

利益剰余金 13,224,994 13,562,420

自己株式 △226,462 △209,827

株主資本合計 14,790,385 15,143,958

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 250,103 449,838

為替換算調整勘定 164,599 29,091

退職給付に係る調整累計額 △9,621 △5,329

その他の包括利益累計額合計 405,080 473,600

非支配株主持分 105,967 100,218

純資産合計 15,301,433 15,717,778

負債純資産合計 30,525,030 27,262,097
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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５月１日
　至 2020年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
　至 2021年１月31日)

売上高 22,537,463 23,132,371

売上原価 18,260,222 18,771,349

売上総利益 4,277,240 4,361,022

販売費及び一般管理費 3,534,159 3,866,853

営業利益 743,081 494,168

営業外収益

受取利息 7,910 3,472

受取配当金 17,520 21,191

持分法による投資利益 67,473 45,170

為替差益 － 3,938

助成金収入 － 99,048

その他 59,307 77,972

営業外収益合計 152,212 250,794

営業外費用

支払利息 2,465 12,381

為替差損 57,977 －

デリバティブ評価損 2,811 22,289

補助金返還額 － 15,691

その他 12,342 15,275

営業外費用合計 75,597 65,638

経常利益 819,696 679,324

特別利益

固定資産売却益 1,062 21,794

投資有価証券売却益 2,735 11,828

その他 － 145

特別利益合計 3,798 33,769

特別損失

固定資産除売却損 294 9,843

投資有価証券売却損 91 3,625

特別損失合計 386 13,469

税金等調整前四半期純利益 823,108 699,623

法人税、住民税及び事業税 102,269 326,596

法人税等調整額 158,237 △74,330

法人税等合計 260,507 252,265

四半期純利益 562,600 447,357

非支配株主に帰属する四半期純利益
又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

66,202 △1,230

親会社株主に帰属する四半期純利益 496,398 448,588
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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５月１日
　至 2020年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
　至 2021年１月31日)

四半期純利益 562,600 447,357

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,670 202,869

繰延ヘッジ損益 4,454 －

為替換算調整勘定 △50,877 △138,680

退職給付に係る調整額 57 4,292

持分法適用会社に対する持分相当額 △32,536 △4,478

その他の包括利益合計 △70,231 64,002

四半期包括利益 492,368 511,360

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 420,685 517,108

非支配株主に係る四半期包括利益 71,683 △5,748
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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。

(追加情報)

(会計上の見積りに関する新型コロナウイルス感染症の影響)

新型コロナウイルス感染症は、当社グループの事業活動にも一定の影響を及ぼしており、当社グループの経営

成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、重要な会計上の見積りとして、のれん等を含む固定資産の評価等を実施しておりますが、新

型コロナウイルス感染症の影響を当該会計上の見積りに反映するにあたり、第２四半期連結会計期間においては、

当連結会計年度末までに感染拡大による経済への影響が収束するとの仮定により評価しておりましたが、当第３

四半期連結会計期間における感染の再拡大や2021年１月の緊急事態宣言の再発出等の状況を勘案し、翌連結会計

年度末までに感染拡大による経済への影響が収束するとの仮定に変更しております。

当該仮定は、四半期連結財務諸表等作成日における最善の見積りであると判断しておりますが、想定以上に影

響が長期化あるいは拡大した場合には、重要な会計上の見積り及び判断に影響を及ぼす可能性があります。

　


