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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業績は、売上高52,733百万円と前年同四半期比6,760百万円の減収、営業利

益は1,182百万円と前年同四半期比508百万円の減益、経常利益は1,328百万円と前年同四半期比508百万円の減益、

親会社株主に帰属する四半期純利益は792百万円と前年同四半期比412百万円の減益となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の通期の連結業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、2020年10月30日に公表いたし

ました連結業績予想を修正しております。

詳細につきましては、2021年1月29日公表の「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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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 16,539 16,867

受取手形及び売掛金 19,671 19,504

電子記録債権 4,071 4,408

商品及び製品 8,289 7,949

仕掛品 403 350

原材料及び貯蔵品 153 151

その他 823 1,105

貸倒引当金 △18 △22

流動資産合計 49,935 50,315

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,518 4,268

土地 3,827 3,818

使用権資産（純額） 975 833

建設仮勘定 118 124

その他（純額） 1,939 2,006

有形固定資産合計 11,379 11,051

無形固定資産 574 557

投資その他の資産

投資有価証券 1,694 2,174

その他 1,465 1,352

貸倒引当金 △21 △20

投資その他の資産合計 3,138 3,507

固定資産合計 15,091 15,116

資産合計 65,027 65,431

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,552 12,609

短期借入金 384 244

未払法人税等 366 302

賞与引当金 635 336

リース債務 343 297

その他 1,373 1,769

流動負債合計 15,656 15,560

固定負債

退職給付に係る負債 44 37

資産除去債務 204 206

リース債務 861 754

その他 354 394

固定負債合計 1,464 1,393

負債合計 17,120 16,953
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(単位：百万円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 5,001 5,001

資本剰余金 5,128 5,128

利益剰余金 37,487 37,757

自己株式 △1,315 △1,316

株主資本合計 46,301 46,570

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 416 666

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △112 △182

退職給付に係る調整累計額 △26 6

その他の包括利益累計額合計 276 489

非支配株主持分 1,328 1,417

純資産合計 47,907 48,478

負債純資産合計 65,027 65,431
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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 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 59,494 52,733

売上原価 47,231 41,573

売上総利益 12,262 11,160

販売費及び一般管理費 10,571 9,978

営業利益 1,691 1,182

営業外収益

受取利息 58 34

受取配当金 40 35

仕入割引 40 33

その他 140 161

営業外収益合計 279 264

営業外費用

支払利息 38 16

売上割引 8 4

為替差損 25 62

その他 62 34

営業外費用合計 133 118

経常利益 1,837 1,328

特別利益

関係会社株式売却益 37 －

特別利益合計 37 －

税金等調整前四半期純利益 1,874 1,328

法人税等 516 456

四半期純利益 1,357 872

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,205 792

非支配株主に帰属する四半期純利益 152 80

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 37 250

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △283 △4

退職給付に係る調整額 △0 32

持分法適用会社に対する持分相当額 △12 △16

その他の包括利益合計 △258 262

四半期包括利益 1,099 1,134

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 892 1,004

非支配株主に係る四半期包括利益 206 129
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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。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

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）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引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。ただし、

当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年３月30日。以下「収益認識会計基準」という。）

及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日）が2018年４月１

日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間の期首から

収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交

換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

なお、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時

から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識

しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影

響もありません。

　


