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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 5,666 △1.6 △106 ― △119 ― △196 ―
2019年３月期第３四半期 5,759 △5.1 45 △89.3 78 △80.2 9 △97.0

(注) 包括利益 2020年３月期第３四半期 △252百万円( ―％) 2019年３月期第３四半期 △45百万円( ―％)

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 △16.66 ―

2019年３月期第３四半期 0.80 0.80

（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 10,746 4,095 38.1

2019年３月期 12,568 4,466 35.5
(参考) 自己資本 2020年３月期第３四半期 4,091百万円 2019年３月期 4,461百万円

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 ― 10.00 10.00

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 ： 有

2020年３月期(予想)期末の配当金については見送らせていただきます。

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 7,531 △0.3 △131 ― △154 ― 47 ― 3.98
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

詳細につきましては、本日（2020年２月14日）公表しました「2020年3月期通期業績予想および配当予想の修正（無
配）に関するお知らせ」をご参照ください。
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※ 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) 2020年３月期３Ｑ 12,081,920株 2019年３月期 12,081,920株

② 期末自己株式数 2020年３月期３Ｑ 274,628株 2019年３月期 274,548株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期３Ｑ 11,807,324株 2019年３月期３Ｑ 11,474,384株

　
※自己株式数は、信託口が所有する当社株式 2019年３月期12,600株、2020年３月期３Ｑ 12,600株を含めて記載して

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、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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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世界経済は、米中貿易摩擦の長期化、中国経済の減速や地政学的リスク等も

あり、先行き不透明な状況が続いております。一方、わが国経済においては、雇用や所得環境の改善などを背景に、

緩やかな回復基調で推移いたしましたが、世界経済の影響を受けて先行きに停滞感が増してまいりました。

このような中、当社グループは、新たな経営基本方針である「エンジニアリングアプローチによる製品事業の付

加価値向上」「受託事業からエンジニアリングサービス事業への転換」「早い変化と多様性に対応できる経営基盤

の整備」のもと、当社グループの強みであり基盤である「塗る・切る・磨く」の技術で、お客様の成功のための付

加価値を目指す各種取り組みを進めてまいりました。

当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は56億66百万円(前年同期比1.6％減)、営業損

失は１億６百万円(前年同期は営業利益45百万円)、経常損失は１億19百万円(前年同期は経常利益78百万円)、親会

社株主に帰属する四半期純損失は１億96百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益９百万円)を計上い

たしました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

・製品事業

製品事業の売上高は52億64百万円(前年同期比1.9％減)、セグメント利益は48百万円(前年同期比70.2％減)とな

りました。半導体関連市場の装置売上が増加した一方で、日本研紙製品の売上、光ファイバー関連市場の売上、

ハードディスク関連市場の売上が減少し、相対的に利益率の低い製品の売上構成が高まったこと等により減収減

益となりました。

・受託事業

受託事業の売上高は４億２百万円(前年同期比3.1％増)、セグメント損失は１億55百万円(前年同期はセグメン

ト損失１億16百万円)となりました。受託事業の売上構成変化があったことに加えて、製品事業の売上構成変化に

よる影響が工場稼働率の低下につながり、固定費の負担が増加したこと等により増収減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

(総資産)

当第３四半期連結会計期間末の総資産は107億46百万円となり、前連結会計年度末に比べて18億22百万円減少いた

しました。主な内容は、現金及び預金の減少８億95百万円、有価証券の減少５億円、たな卸資産の減少１億56百万

円等であります。

(負債)

負債の部は66億50百万円となり、前連結会計年度末に比べて14億51百万円減少いたしました。主な内容は、長期

借入金の減少６億66百万円、短期借入金の減少３億円、社債の減少２億１百万円、支払手形及び買掛金の減少１億

67百万円、未払金の減少１億８百万円等であります。なお、当社が金融機関との間で締結している、金銭消費貸借

契約の一部に付されている財務制限条項に抵触するおそれがあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況が存在しています。当社としては、このような状況を解消すべく取引金融機関と財務制限条項に係

る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関と協議を進めております。したがって、

当社グループには、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

(純資産)

純資産の部は40億95百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億70百万円減少いたしました。主な内容は、親

会社株主に帰属する四半期純損失１億96百万円、配当金の支払等による利益剰余金の減少１億18百万円、為替換算

調整勘定の減少55百万円等であります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、38.1％となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

半導体関連市場の装置売上高が増加した一方で、2020年3月期下期より復調を見込んでいた日本研紙製品及び光フ

ァイバー関連市場の復調度合いが当初想定を大幅に下回っており、引き続き低調に推移することが予測されることか

ら、売上高は当初予想を下回る見通しであります。また、相対的に利益率の低い製品の売上構成が高まったこと等に

より営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は前回公表予想を下回る見込みとなりました。

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

前回発表予想(Ａ)
百万円
8,302

百万円
56

百万円
6

百万円
242

円 銭
20.50

今回発表実績(Ｂ) 7,531 △131 △154 47 3.98

増減額(Ｂ－Ａ) △771 △187 △160 △195 －

増減率（％） △9.3％ － － △80.6％ －

（ご参考）前期実績
（2019年３月期）

7,558 △281 △253 △967 △83.74
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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 3,275,539 2,380,294

受取手形及び売掛金 1,819,343 1,796,161

電子記録債権 150,637 146,319

有価証券 500,000 -

商品及び製品 431,052 479,604

仕掛品 1,448,257 1,299,035

原材料及び貯蔵品 463,915 408,513

その他 560,023 337,113

貸倒引当金 △5,804 △3,989

流動資産合計 8,642,963 6,843,053

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,878,823 4,896,103

機械装置及び運搬具 3,081,713 3,077,683

工具、器具及び備品 377,921 372,836

土地 1,143,631 1,143,631

リース資産 426,941 565,239

建設仮勘定 79,120 46,492

減価償却累計額 △6,647,054 △6,792,861

有形固定資産合計 3,341,096 3,309,125

無形固定資産

ソフトウエア 107,086 126,999

電話加入権 377 377

無形固定資産合計 107,464 127,377

投資その他の資産

投資有価証券 10,000 10,000

退職給付に係る資産 320,543 320,314

繰延税金資産 18,431 20,717

その他 129,387 116,670

貸倒引当金 △1,149 △974

投資その他の資産合計 477,213 466,728

固定資産合計 3,925,774 3,903,231

資産合計 12,568,738 10,746,284
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 679,364 511,374

短期借入金 700,000 400,000

1年内償還予定の社債 243,200 240,800

1年内返済予定の長期借入金 887,085 865,436

リース債務 31,972 59,328

未払金 640,472 532,154

未払法人税等 24,721 36,241

賞与引当金 130,845 56,185

株式給付引当金 - 37,750

その他 695,685 614,711

流動負債合計 4,033,348 3,353,982

固定負債

社債 521,700 322,500

長期借入金 3,025,585 2,381,008

リース債務 134,899 201,798

繰延税金負債 226,947 247,391

株式給付引当金 23,000 -

退職給付に係る負債 122,221 129,472

その他 14,858 14,568

固定負債合計 4,069,212 3,296,739

負債合計 8,102,560 6,650,721

純資産の部

株主資本

資本金 2,365,898 2,365,898

資本剰余金 1,921,342 1,921,342

利益剰余金 264,918 △49,971

自己株式 △139,117 △139,142

株主資本合計 4,413,041 4,098,127

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 48,700 △6,999

その他の包括利益累計額合計 48,700 △6,999

新株予約権 4,435 4,435

純資産合計 4,466,177 4,095,562

負債純資産合計 12,568,738 10,746,284
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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：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 5,759,328 5,666,851

売上原価 3,808,677 3,928,813

売上総利益 1,950,650 1,738,038

販売費及び一般管理費 1,905,071 1,844,824

営業利益又は営業損失（△） 45,578 △106,786

営業外収益

受取利息 6,825 6,019

受取配当金 360 360

為替差益 18,630 7,486

貸倒引当金戻入額 53,135 -

移転補償金 - 2,720

雑収入 6,247 9,367

営業外収益合計 85,197 25,953

営業外費用

支払利息 25,415 29,382

支払手数料 21,973 5,203

支払保証料 3,380 2,513

その他 1,158 1,179

営業外費用合計 51,928 38,278

経常利益又は経常損失（△） 78,848 △119,110

特別利益

固定資産売却益 1,211 78

子会社清算益 3,070 -

特別利益合計 4,281 78

特別損失

固定資産除却損 221 96

特別損失合計 221 96

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（△）

82,907 △119,128

法人税、住民税及び事業税 75,528 60,163

法人税等調整額 △1,801 17,398

法人税等合計 73,727 77,561

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,180 △196,690

（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（△）

9,180 △196,690

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -
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(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)

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △54,611 △55,699

持分法適用会社に対する持分相当額 12 -

その他の包括利益合計 △54,599 △55,699

四半期包括利益 △45,418 △252,390

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △45,418 △252,390

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）

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 2018年４月１日 至 2018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 四半期連結
損益及び包括利
益計算書計上額製品事業 受託事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 5,368,935 390,392 5,759,328 5,759,328

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 5,368,935 390,392 5,759,328 5,759,328

セグメント利益又は損失(△) 162,449 △116,870 45,578 45,578

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益及び包括利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 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 四半期連結
損益及び包括利
益計算書計上額製品事業 受託事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 5,264,288 402,562 5,666,851 5,666,851

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 5,264,288 402,562 5,666,851 5,666,851

セグメント利益又は損失(△) 48,355 △155,141 △106,786 △106,786

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と

一致しております。
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