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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30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２四半期 25,761 △24.8 1,543 △49.0 1,620 △49.4 763 △66.2
2020年３月期第２四半期 34,274 △15.0 3,027 29.7 3,201 20.8 2,261 30.3

(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 2,370百万円( 205.1％) 2020年３月期第２四半期 777百万円( △62.9％)
　

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２四半期 12.81 12.80

2020年３月期第２四半期 37.23 37.16
　
　

（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

2021年３月期第２四半期 103,152 75,334 72.3 1,249.72

2020年３月期 104,114 74,840 71.1 1,243.15
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 74,585百万円 2020年３月期 74,031百万円
　
　

　

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 － － － 30.00 30.00

2021年３月期 － －

2021年３月期(予想) － 20.00 20.00

(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 59,000 △14.7 3,300 △46.5 3,400 △47.1 2,100 △47.8 35.22
(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 ： 有
　

　 除外１社（社名）株式会社アクセス
　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は添付資料９ページ「(４)四半期連結財務諸表に関する注記事項」の「(四半期連結財務諸表の作成に特有
の会計処理の適用)」をご覧ください。

　

　

（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２Ｑ 69,448,421株 2020年３月期 69,448,421株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 9,766,410株 2020年３月期 9,896,566株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 59,618,821株 2020年３月期２Ｑ 60,749,387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３ページ「（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２四半期連結累計期間における世界経済は、第１四半期において新型コロナウイルスの世界的感染拡大の影

響で大きく落ち込みました。その後経済活動の再開により第２四半期から景気は回復しつつあるものの、欧米にお

ける感染再拡大懸念に加え、貿易摩擦や米中対立等、先行きは不透明感が強まっている状況です。

鍛圧機械製造業界におきましては、国内、海外ともに受注が減少し、当第２四半期連結累計期間の受注は前年同

期比43.3％減の36,643百万円（一般社団法人 日本鍛圧機械工業会 プレス系機械受注額）となりました。

当社グループの当第２四半期連結累計期間の受注高については、第１四半期に新型コロナウイルス感染拡大に伴

う営業・サービス活動の制限により受注が大幅に減少しました。第２四半期には回復に転じましたが、顧客の設備

投資意欲は依然として弱く受注高は20,502百万円（前年同期比30.8％減）、受注残高は38,841百万円（前年度末比

11.9％減）となりました。

売上高も、第２四半期より回復に転じましたが、第１四半期における新型コロナウイルス感染拡大に伴う営業・

サービス活動の制限や生産工場の操業停止・縮小による生産・出荷の延期等の影響大きく、25,761百万円（前年同

期比24.8％減）となりました。

利益面では、減収により営業利益が1,543百万円（同49.0％減）、経常利益は1,620百万円（同49.4％減）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は工場の操業停止・縮小に伴う特別損失計上等により763百万円（同66.2％減）とな

りました。

セグメントごとの経営成績は以下のとおりであります。

日 本： 主に第１四半期において新型コロナウイルス感染拡大に伴う営業活動の制限や生産・出荷の延期等によ

りプレス機械売上が減少したことが影響し、売上高は18,749百万円（前年同期比22.8％減）となり、セ

グメント利益は減収等により1,114百万円（同51.4％減）となりました。

中 国： 感染収束により第１四半期より工場は正常に稼働しているため、売上高は2,944百万円（前年同期比3.8

％増）となりました。セグメント利益は原価率の改善等により57百万円（同131.0％増）となりまし

た。

アジア： 主に第１四半期において営業・サービス活動の制限や工場稼働停止によりプレス機械やサービス売上が

減少したことが影響し、売上高は3,734百万円（前年同期比12.5％減）となり、セグメント利益は減収

および原価率の悪化等により311百万円（同46.9％減）となりました。

米 州： 主に第１四半期において営業・サービス活動の制限によりプレス機械やサービス売上が減少したことが

影響し、売上高は4,455百万円（前年同期比23.1％減）となり、セグメント利益は減収等により240百万

円（同24.3％減）となりました。

欧 州： 主に第１四半期において工場の稼働停止に伴う生産の延期やサービス活動制限によりプレス機械やサー

ビス売上が減少したことが影響し、売上高は3,496百万円（前年同期比39.1％減）となり、セグメント

損益は減収等により105百万円の損失（前年同期はセグメント損失52百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 ① 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の資産については、前年度末に比べて961百万円減少し、103,152百万円となりまし

た。主な要因は、現金及び預金の増加2,589百万円、受取手形及び売掛金・電子記録債権の減少5,392百万円、棚卸

資産の増加1,715百万円、投資有価証券の増加2,543百万円等であります。

　負債は、前年度末に比べて1,455百万円減少し、27,818百万円となりました。主な要因は、買掛金及び電子記録債

務の減少1,209百万円、未払法人税等の減少1,146百万円、繰延税金負債の増加564百万円等であります。

　純資産は、前年度末に比べて493百万円増加し、75,334百万円となりました。主な要因は、利益配当等による利益

剰余金の減少1,125百万円、その他有価証券評価差額金の増加1,573百万円等であります。この結果、当第２四半期

連結会計期間末の自己資本比率は72.3％となりました。
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　 ② キャッシュ・フローの分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前年度末と比べ2,589百万円増

加し31,299百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により取得した資金は4,813百万円(前年同期は1,668百万円の収入)となりました。主な要因は、収入と

して税金等調整前四半期純利益1,389百万円、売上債権の減少8,311百万円、減価償却費1,010百万円、支出として仕

入債務の減少2,834百万円、たな卸資産の増加1,665百万円、法人税等の支払1,506百万円等であります。

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により使用した資金は615百万円(前年同期は28百万円の支出)となりました。

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により使用した資金は1,907百万円(前年同期は3,976百万円の支出)となりました。主な要因は、支出と

して配当金の支払額1,884百万円等であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の連結業績予想につきましては、受注の回復が当初想定より遅れていることから、売上高を61,000百万円か

ら59,000百万円に変更しております。なお、利益につきましては、原価低減等のコストダウンにより減収影響を吸

収することを見込み、当初予想から据え置いております。

※ 将来に関する記述等についての注意事項

将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、新型コロナウイルスの終

息時期の変動といった潜在的なリスクや不確実性が含まれております。実際の業績は、様々な要因によりこれらの

業績予想とは異なることがありますことをご承知おきください。
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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：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 28,723 31,312

受取手形及び売掛金 20,378 15,598

電子記録債権 2,748 2,136

製品 2,618 2,784

仕掛品 10,662 12,064

原材料及び貯蔵品 3,557 3,705

その他 3,102 1,741

貸倒引当金 △223 △243

流動資産合計 71,568 69,099

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 25,001 25,088

減価償却累計額 △16,957 △17,290

建物及び構築物（純額） 8,044 7,798

機械装置及び運搬具 17,095 17,152

減価償却累計額 △11,099 △11,630

機械装置及び運搬具（純額） 5,996 5,522

土地 7,283 7,291

建設仮勘定 377 558

その他 3,638 3,621

減価償却累計額 △3,077 △3,128

その他（純額） 561 493

有形固定資産合計 22,263 21,664

無形固定資産 743 746

投資その他の資産

投資有価証券 5,944 8,488

保険積立金 2,324 1,932

退職給付に係る資産 814 830

繰延税金資産 331 293

その他 156 130

貸倒引当金 △32 △32

投資その他の資産合計 9,539 11,642

固定資産合計 32,546 34,053

資産合計 104,114 103,152
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,733 4,435

電子記録債務 3,369 2,458

短期借入金 2,991 3,104

1年内返済予定の長期借入金 500 500

未払金 707 814

未払法人税等 1,681 535

前受金 6,134 6,475

製品保証引当金 583 522

賞与引当金 1,129 1,028

役員賞与引当金 49 20

受注損失引当金 170 132

その他 1,773 1,733

流動負債合計 23,823 21,759

固定負債

長期借入金 1,000 1,000

長期未払金 883 914

繰延税金負債 1,445 2,009

株式給付引当金 463 460

退職給付に係る負債 1,387 1,396

その他 271 278

固定負債合計 5,450 6,058

負債合計 29,273 27,818

純資産の部

株主資本

資本金 7,831 7,831

資本剰余金 12,415 12,423

利益剰余金 56,536 55,410

自己株式 △4,917 △4,841

株主資本合計 71,864 70,823

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,638 4,211

繰延ヘッジ損益 47 △18

為替換算調整勘定 △773 △655

退職給付に係る調整累計額 253 224

その他の包括利益累計額合計 2,166 3,762

新株予約権 139 91

非支配株主持分 669 656

純資産合計 74,840 75,334

負債純資産合計 104,114 103,152
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 34,274 25,761

売上原価 26,792 20,284

売上総利益 7,482 5,476

販売費及び一般管理費 4,454 3,933

営業利益 3,027 1,543

営業外収益

受取利息 54 22

受取配当金 114 111

為替差益 11 －

その他 69 60

営業外収益合計 249 193

営業外費用

支払利息 16 19

為替差損 － 79

欧州事業再編費用 27 －

その他 31 17

営業外費用合計 75 117

経常利益 3,201 1,620

特別利益

固定資産売却益 2 2

操業停止又は縮小に関わる助成金収入 － 235

その他 － 0

特別利益合計 2 238

特別損失

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 21 1

労働災害関連損失 26 －

操業停止又は縮小に伴う損失 － 416

投資有価証券評価損 － 51

特別損失合計 47 469

税金等調整前四半期純利益 3,156 1,389

法人税等 876 614

四半期純利益 2,280 774

非支配株主に帰属する四半期純利益 18 10

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,261 763
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 2,280 774

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △300 1,573

繰延ヘッジ損益 48 △65

為替換算調整勘定 △1,203 118

退職給付に係る調整額 △47 △29

その他の包括利益合計 △1,503 1,595

四半期包括利益 777 2,370

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 758 2,359

非支配株主に係る四半期包括利益 18 10
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,156 1,389

減価償却費 1,064 1,010

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 18

製品保証引当金の増減額（△は減少） 14 △66

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 △100

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △29

受注損失引当金の増減額（△は減少） △6 △40

投資有価証券売却損益（△は益） － △0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 26 6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △83 △18

株式給付引当金の増減額（△は減少） 47 △2

受取利息及び受取配当金 △169 △133

支払利息 16 19

有形固定資産売却損益（△は益） △2 △2

固定資産除却損 21 1

投資有価証券評価損益（△は益） － 51

売上債権の増減額（△は増加） 1,567 8,311

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,530 △1,665

仕入債務の増減額（△は減少） △2,269 △2,834

その他の資産の増減額（△は増加） 187 653

その他の負債の増減額（△は減少） △449 △134

その他 319 △234

小計 1,910 6,198

利息及び配当金の受取額 168 133

利息の支払額 △16 △13

法人税等の支払額 △394 △1,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,668 4,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 502 －

有形固定資産の取得による支出 △596 △144

有形固定資産の売却による収入 4 4

無形固定資産の取得による支出 △35 △167

投資有価証券の取得による支出 － △308

投資有価証券の売却による収入 103 0

その他 △7 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △28 △615

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △2,000 △0

配当金の支払額 △1,955 △1,884

非支配株主への配当金の支払額 △20 △23

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,976 △1,907

現金及び現金同等物に係る換算差額 △827 299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,163 2,589

現金及び現金同等物の期首残高 30,633 28,710

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,470 31,299
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（４）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等

調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」を「法人税等」として一括掲記しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30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：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２日本 中国 アジア 米州 欧州 計

売上高

外部顧客に対する売上高 17,939 2,402 2,676 5,658 5,596 34,274 － 34,274

セグメント間の内部売上高
又は振替高

6,341 433 1,590 138 143 8,648 △8,648 －

計 24,281 2,835 4,267 5,797 5,740 42,922 △8,648 34,274

セグメント利益又は損失
（△）

2,291 24 586 317 △52 3,166 △139 3,027

(注) １ 売上高の調整はセグメント間取引高の消去額であり、セグメント利益又は損失（△）の調整額はセグメント

間取引消去に伴う調整額であります。

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30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：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２日本 中国 アジア 米州 欧州 計

売上高

外部顧客に対する売上高 12,989 2,206 2,731 4,384 3,448 25,761 － 25,761

セグメント間の内部売上高
又は振替高

5,759 737 1,003 70 47 7,618 △7,618 －

計 18,749 2,944 3,734 4,455 3,496 33,379 △7,618 25,761

セグメント利益又は損失
（△）

1,114 57 311 240 △105 1,618 △74 1,543

(注) １ 売上高の調整はセグメント間取引高の消去額であり、セグメント利益又は損失（△）の調整額はセグメント

間取引消去に伴う調整額であります。

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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３．補足情報

受注の状況

　 当第2四半期連結累計期間の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
受注高 受注残高

金額（百万円） 前年同期増減率（％） 金額（百万円） 前年度末増減率（％）

日本 10,257 △28.8 18,285 △13.0

中国 2,879 3.1 5,932 12.8

アジア 1,590 △52.1 1,939 △37.0

米州 2,283 △43.4 3,959 △34.7

欧州 3,491 △31.2 8,724 0.5

合計 20,502 △30.8 38,841 △11.9

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


