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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 3,696 △9.6 89 △39.1 113 2.3 56 18.6

2020年3月期第3四半期 4,087 △5.2 146 △41.4 111 △48.6 47 △58.2

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　134百万円 （168.2％） 2020年3月期第3四半期　　50百万円 （△53.8％）

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 60.31 ―

2020年3月期第3四半期 50.83 ―

(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3月期第3四半期 8,257 4,172 48.1

2020年3月期 8,007 4,116 49.0

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 3,973百万円 2020年3月期 3,919百万円

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 ― 0.00 ― 70.00 70.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2021年３月期の期末配当予想につきましては、現時点では未定としております。

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 5,080 △10.5 70 △70.6 80 △58.1 20 △57.4 21.42

（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3月期3Q 1,000,000 株 2020年3月期 1,000,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 66,107 株 2020年3月期 66,107 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 933,893 株 2020年3月期3Q 933,925 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、添付資料の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のわが国経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響を受け、社会経済活

動が停滞し、極めて厳しい状況となりました。また、景気の先行きについても、各種政策が施行されておりますも

のの、感染の収束時期が見込めず、不透明な状況が継続しています。

このような状況の下、当社グループでは昨年度より掲げております経営ビジョン「モノづくりのプロに応え、モ

ノづくりの愉しさを育む」、経営スローガン「私たちは工具を通じ、あらゆるモノづくりの要求に応えるとともに、

つくる愉しさを伝え広げる事で社会に貢献します」の浸透と発信を更に進め、経営目標達成に向け努力してまいり

ました。そして、コーポレートカルチャーの醸成と経営ビジョンの推進を図り、また、如何なる波にも耐え得る力

をつけるため、新たに２０２０年度経営課題として『業務の整流化を徹底し、利益体質の強化を図る』を定め、こ

の課題解決に向けた機能的な組織体制とすべく、２０２０年４月に組織改革を実施しました。社長室には経営戦略

実行の徹底・強化を図るために経営企画担当を設置し、マーケティング本部については「モノづくり事業本部」と

改称し、傘下にある「商品部」はこれまでの商品企画部・購買部・特販部門を統合するなど“モノづくり”を一気

通貫で推し進めるための組織づくりを実施しました。また、国内・海外の営業をそれぞれの戦略に則り徹底的に進

めていくために営業部傘下の海外営業グループを独立させ、「国内営業部」と「海外営業部」を設置しました。ま

た、具体的な課題解決を図るべく各種プロジェクトを立ち上げ、その推進をしてまいりました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による社会経済活動停滞影響を受け、売上高は前年同期比９.６％減

の３６億９千６百万円（前年同期４０億８千７百万円）となりました。利益面では減収影響に加え、景況に応じた

計画的な休業を実施したこともあり、営業利益で同３９.１％減の８千９百万円（同１億４千６百万円）となりまし

たが、雇用調整助成金等の営業外収益の計上により経常利益では同２.３％増の１億１千３百万円（同１億１千１百

万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益で同１８.６％増の５千６百万円（同４千７百万円）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①金属製品事業

超高速リベッティングと軽量ボディを実現させた新型コードレスリベッター「Ｒ２Ｂ１」や軸の強いソケット

「ストロック」、ブラインドリベットの品揃え強化などの新商品投入、その他拡販努力による一部の商品や地域

について売上の増加がありましたものの、国内、海外売上ともに、新型コロナウイルス感染拡大による社会経済

活動の停滞や営業活動に制限を受けたことを要因として減少しました。

その結果、金属製品事業の合計売上高は前年同期比１０.７％減の３４億９千８百万円（前年同期３９億１千６

百万円）となりました。利益面では売上減少に対応した経費節減を行いましたが、減収や休業の影響が大きく、

１千６百万円のセグメント損失（同７千３百万円のセグメント利益）となりました。

②レジャー事業

ゴルフ練習場における入場者数及びお客様一人当たり売上高は、新型コロナウイルス感染対策として打ち出さ

れた外出自粛要請を受けた入場制限や時短営業実施の影響がありましたものの、感染対策を講じた上で営業を継

続したことに加え、前年度までに実施してまいりましたサービス向上や集客施策の奏功もあり、前年同期に比べ

増加し、売上高は前年同期比１５.８％増の１億９千７百万円（前年同期１億７千万円）となりました。セグメン

ト利益は増収により、同４５.１％増の１億６百万円（同７千３百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は８２億５千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億５千万

円増加しました。

（資産）

流動資産は前連結会計年度末比３億３百万円増の５４億６千万円となりました。これは主に受取手形及び売掛

金の減少がありましたが、現金及び預金やたな卸資産が増加したことによるものです。

固定資産は同５千３百万円減の２７億９千６百万円となりました。これは投資有価証券の時価評価に伴う増加

がありましたものの、減価償却による有形固定資産の減少があったことによるものです。
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（負債）

流動負債は前連結会計年度末比７千７百万円減の２３億８千５百万円となりました。これは主に短期借入金の

増加がありましたものの、買掛金や未払法人税等が減少したことによるものです。

固定負債は同２億７千２百万円増の１７億円となりました。これは主に長期借入金が増加したことによるもの

です。

（純資産）

純資産は前連結会計年度末比５千５百万円増の４１億７千２百万円となりました。これは主に配当支出による

利益剰余金の減少がありましたが、投資有価証券の時価評価に伴うその他有価証券評価差額金の増加があったこ

とによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期業績は、概ね当初に想定した範囲内で推移しており、２０２０年１１月１０日に発表いたしました

業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、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。
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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 2,000,937 2,426,699

受取手形及び売掛金 1,166,296 946,124

電子記録債権 152,302 191,561

商品及び製品 1,235,589 1,254,562

仕掛品 314,563 350,800

原材料及び貯蔵品 220,086 222,857

その他 72,388 73,395

貸倒引当金 △5,514 △5,484

流動資産合計 5,156,650 5,460,518

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物(純額) 949,947 912,198

土地 673,026 673,026

その他（純額） 529,583 458,414

有形固定資産合計 2,152,557 2,043,639

無形固定資産 55,901 49,530

投資その他の資産 642,059 703,820

固定資産合計 2,850,518 2,796,990

資産合計 8,007,169 8,257,509
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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

買掛金 298,788 171,403

短期借入金 1,604,670 1,698,796

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

未払法人税等 36,139 11,998

その他 462,642 442,815

流動負債合計 2,462,240 2,385,013

固定負債

社債 90,000 60,000

長期借入金 1,027,440 1,379,836

退職給付に係る負債 72,699 75,292

その他 237,953 185,212

固定負債合計 1,428,093 1,700,340

負債合計 3,890,333 4,085,354

純資産の部

株主資本

資本金 960,000 960,000

資本剰余金 491,045 491,045

利益剰余金 2,486,445 2,477,395

自己株式 △164,084 △164,084

株主資本合計 3,773,406 3,764,357

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 146,227 209,138

その他の包括利益累計額合計 146,227 209,138

非支配株主持分 197,201 198,659

純資産合計 4,116,835 4,172,155

負債純資産合計 8,007,169 8,257,509
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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 4,087,618 3,696,256

売上原価 2,620,201 2,442,099

売上総利益 1,467,417 1,254,157

販売費及び一般管理費 1,321,069 1,165,075

営業利益 146,347 89,081

営業外収益

受取配当金 15,835 11,349

受取家賃 6,914 3,001

助成金収入 - 58,233

その他 5,083 4,601

営業外収益合計 27,833 77,186

営業外費用

支払利息 23,445 21,290

売上割引 34,389 29,916

その他 5,071 1,245

営業外費用合計 62,907 52,452

経常利益 111,273 113,816

税金等調整前四半期純利益 111,273 113,816

法人税等 50,130 42,928

四半期純利益 61,142 70,887

非支配株主に帰属する四半期純利益 13,666 14,564

親会社株主に帰属する四半期純利益 47,475 56,323
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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 61,142 70,887

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,919 63,804

その他の包括利益合計 △10,919 63,804

四半期包括利益 50,222 134,692

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 37,178 119,233

非支配株主に係る四半期包括利益 13,043 15,458
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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）

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）

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)１

合計
四半期連結損
益計算書計上
額(注)２金属製品事業 レジャー事業 計

売上高

外部顧客への売上高 3,916,886 170,732 4,087,618 ― 4,087,618 4,087,618

セグメント間の
内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,916,886 170,732 4,087,618 ― 4,087,618 4,087,618

セグメント利益 73,273 73,074 146,347 ― 146,347 146,347

(注) １ 当社には、報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 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）

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)１

合計
四半期連結損
益計算書計上
額(注)２金属製品事業 レジャー事業 計

売上高

外部顧客への売上高 3,498,501 197,755 3,696,256 ― 3,696,256 3,696,256

セグメント間の
内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,498,501 197,755 3,696,256 ― 3,696,256 3,696,256

セグメント利益又は
損失（△）

△16,920 106,002 89,081 ― 89,081 89,081

(注) １ 当社には、報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。

２ セグメント利益又は損失（△）の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　


