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1. 2022年3月期第3四半期の連結業績（2021年4月1日～2021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 ％

2022年3月期第3四半期 29,372 24.2 2,570 175.5 2,543 153.0 1,778 ―

2021年3月期第3四半期 23,658 △11.4 932 286.0 1,005 443.5 △80 ―

（注）包括利益 2022年3月期第3四半期　　3,006百万円 （―％） 2021年3月期第3四半期　　△150百万円 （―％）

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

2022年3月期第3四半期 81.45 81.29

2021年3月期第3四半期 △3.70 ―

（注）2021年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載し
ておりません。

(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 ％

2022年3月期第3四半期 27,402 15,324 55.8

2021年3月期 24,702 12,436 50.2

（参考）自己資本 2022年3月期第3四半期 15,288百万円 2021年3月期 12,398百万円

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

2021年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

2022年3月期 ― 4.00 ―

2022年3月期（予想） 9.00 13.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

配当予想の修正につきましては、本日（2022年２月10日）公表の「通期連結業績予想及び期末配当予想の上方修正に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022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 39,000 20.1 2,850 76.7 2,790 66.4 1,790 274.7 81.76

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正につきましては、本日（2022年２月10日）公表の「通期連結業績予想及び期末配当予想の上方修正に関するお知らせ」をご覧ください。



※ 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 ： 有

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

（注）詳細は、添付資料P.７「２.　四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(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） 2022年3月期3Q 22,122,400 株 2021年3月期 22,122,400 株

② 期末自己株式数 2022年3月期3Q 278,568 株 2021年3月期 303,406 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期3Q 21,832,834 株 2021年3月期3Q 21,812,633 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、当社の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。業績予想に関する事項につきまし
ては、添付資料Ｐ.２「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における世界経済は、新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」）の感染症対

策と経済活動制限緩和との両立により、先進国を中心に経済・社会活動の正常化が進み、回復基調にあります。一

方、製造業では、原油や原材料の価格高騰の顕在化、半導体部品を始めとする一部の製造部品の不足、また、変異

を続けながら未だ衰えを見せないCOVID-19の脅威などから、先行きは依然として不透明な状況にあります。

　このような環境のなかで当社グループは、2020年４月よりスタートした中期経営計画「バリュークリエーション

2020Plus」において、「販売５極体制の確立」「お客様目線を重視した営業力の強化」「グローバル生産体制の

適化とＲ＆Ｄ強化」及び「働き方改革と人財育成」の４つの重点経営課題へ取組み、高付加価値事業への転換とコ

スト低減を推し進め、悪化した業績の立て直しに注力しております。また現在の中期経営計画は今年度が 終年度

であり、さらなる進捗を図りながら、次期中期経営計画の取組みへと連動させてまいります。

　経営成績に目を向けますと、COVID-19感染拡大からの回復基調を受けて、全ての地域において前年同期実績を上

回る売上となりました。

　この結果、国内売上高は10,440百万円（前年同期比16.6％増）、中国売上高は15,653百万円（前年同期比26.4％

増）、東南アジア地域の売上高は1,281百万円（前年同期比28.5％増）、欧米他地域の売上高は1,998百万円（前年

同期比50.8％増）となり、連結売上高は29,372百万円（前年同期比24.2％増）となりました。

　また、業種別においても、全ての業種で前年同期実績を上回る結果となりました。自動車関連は12,221百万円

（前年同期比21.5％増）、電子部品・半導体関連は6,091百万円（前年同期比34.3％増）、家電・精密機器関連は

3,131百万円（前年同期比9.9％増）、その他は7,928百万円（前年同期比27.6％増）となりました。

　利益面につきましては、売上増と連動した販売費及び一般管理費の上昇もありましたが、増収による効果及び工

場稼働の良化による原価率改善、過年度の減損損失計上による減価償却費の減額等もあり、営業利益は2,570百万

円（前年同期比175.5％増）、経常利益は2,543百万円（前年同期比153.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は1,778百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失80百万円）となりました。その結果、第２四

半期に引き続き、第３四半期連結累計期間においても上場来 高益の計上となりました。

　（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27,402百万円となり、前連結会計年度末と比較し2,699百万円の

増加となりました。これは、主として売上債権の増加等によるものであります。

　総負債は12,077百万円となり、前連結会計年度末と比較し188百万円の減少となりました。これは、主として借

入金の減少の他、支払手形及び買掛金の増加、電子記録債務の増加等によるものであります。

　純資産は15,324百万円となり、前連結会計年度末と比較し2,888百万円の増加となりました。これは、主として

親会社株主に帰属する四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加及び為替換算調整勘定の増加等によるものであ

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

　通期連結業績予想につきましては、2021年12月10日に公表いたしました予想値を修正しております。詳細につき

ましては、本日（2022年２月10日）公表の「通期連結業績予想及び期末配当予想の上方修正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,092,012 4,703,803

受取手形及び売掛金 9,629,742 10,675,916

商品及び製品 2,053,536 2,169,403

仕掛品 532,853 692,939

原材料及び貯蔵品 1,378,841 1,516,482

その他 429,129 445,769

貸倒引当金 △55,416 △50,159

流動資産合計 18,060,701 20,154,155

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,351,094 5,726,894

減価償却累計額 △3,830,312 △4,035,273

建物及び構築物（純額） 1,520,782 1,691,620

機械装置及び運搬具 14,824,703 15,858,327

減価償却累計額 △11,570,501 △12,338,445

機械装置及び運搬具（純額） 3,254,202 3,519,881

工具、器具及び備品 2,332,870 2,434,151

減価償却累計額 △1,922,961 △2,016,418

工具、器具及び備品（純額） 409,908 417,732

土地 775,341 777,317

建設仮勘定 60,862 125,637

その他 255,554 365,915

減価償却累計額 △82,115 △100,868

その他（純額） 173,438 265,047

有形固定資産合計 6,194,535 6,797,235

無形固定資産

その他 175,119 161,389

無形固定資産合計 175,119 161,389

投資その他の資産

退職給付に係る資産 － 12,720

その他 289,661 291,712

貸倒引当金 △17,486 △15,043

投資その他の資産合計 272,175 289,388

固定資産合計 6,641,830 7,248,014

資産合計 24,702,531 27,402,169

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,342,543 2,667,230

電子記録債務 954,991 1,136,306

短期借入金 2,007,163 2,462,850

１年内返済予定の長期借入金 1,317,488 588,588

未払法人税等 270,698 207,032

賞与引当金 271,444 597,579

役員賞与引当金 － 20,691

その他 2,290,537 1,854,446

流動負債合計 9,454,866 9,534,725

固定負債

長期借入金 1,251,698 810,257

退職給付に係る負債 1,083,928 1,112,437

その他 475,800 620,294

固定負債合計 2,811,426 2,542,989

負債合計 12,266,293 12,077,714

純資産の部

株主資本

資本金 2,897,732 2,897,732

資本剰余金 2,590,646 2,464,086

利益剰余金 7,016,866 8,795,108

自己株式 △149,905 △137,635

株主資本合計 12,355,340 14,019,293

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 119,846 1,321,012

退職給付に係る調整累計額 △76,306 △52,304

その他の包括利益累計額合計 43,540 1,268,707

新株予約権 26,970 23,253

非支配株主持分 10,386 13,200

純資産合計 12,436,237 15,324,454

負債純資産合計 24,702,531 27,402,169
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

売上高 23,658,433 29,372,850

売上原価 17,206,226 20,613,837

売上総利益 6,452,206 8,759,012

販売費及び一般管理費 5,519,232 6,188,481

営業利益 932,973 2,570,531

営業外収益

受取利息 31,750 37,738

作業くず売却益 24,427 22,794

その他 161,225 41,466

営業外収益合計 217,403 101,999

営業外費用

支払利息 85,452 42,595

為替差損 44,169 60,990

その他 15,293 24,985

営業外費用合計 144,915 128,571

経常利益 1,005,461 2,543,958

特別利益

固定資産売却益 600 5,637

特別利益合計 600 5,637

特別損失

固定資産除売却損 17,279 3,633

減損損失 703,231 68,380

特別損失合計 720,511 72,014

税金等調整前四半期純利益 285,550 2,477,581

法人税、住民税及び事業税 324,727 513,541

法人税等調整額 40,735 183,777

法人税等合計 365,463 697,318

四半期純利益又は四半期純損失（△） △79,912 1,780,263

非支配株主に帰属する四半期純利益 732 2,020

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（△）
△80,645 1,778,242

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △79,912 1,780,263

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △105,522 1,201,959

退職給付に係る調整額 34,726 24,001

その他の包括利益合計 △70,795 1,225,961

四半期包括利益 △150,708 3,006,224

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △150,528 3,003,409

非支配株主に係る四半期包括利益 △179 2,814

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（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　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、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することといたしました。なお、「収

益認識に関する会計基準の適用指針」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。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　　　　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

　　　　う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

　　　　基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

　　　　基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結累計期

　　　　間に係る四半期連結財務諸表への影響はありません。
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（１） 割当日 2022年１月４日

（２） 新株予約権数 25,000個

（３） 発行価額
本新株予約権１個当たり230円

（本新株予約権の払込総額5,750,000円）

（４）
当該発行による

潜在株式数

潜在株式数：2,500,000 株（新株予約権１個につき 100 株）

上限行使価額はありません。

下限行使価額は378円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は 

2,500,000 株です。

（５） 資金調達の額

1,268,250,000円

資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際し

て出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発

行諸費用の概算額を差し引いた金額であります。なお、本新株予約権の行使に

際して出資される財産の価額の合計額は、当初の行使価額で全ての本新株予約

権が行使されたと仮定した場合の金額でありますが、実際の資金調達の額は行

使価額の水準により増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に

全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却

した場合には資金調達の額は減少します。

（６）

行使価額及び

行使価額の修正

条件

当初行使価額　509円

行使価額は、2022年１月５日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われ

た日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引

の終値の91.5％に相当する金額に修正されます。ただし、修正後の価額が下限

行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とし

ます。

（７）
募集又は割当方

法（割当先）
野村證券株式会社に対する第三者割当方式

（８） 行使可能期間 割当日の翌取引日以降約３年間（2022年１月５日から2024年12月30日まで）

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

固定資産の減損会計等において、新型コロナウイルス感染症拡大による業績への影響については、2021年３月

期を底として今期より需要が緩やかに回復していくと仮定のもと、会計上の見積りを行っております。

なお、この仮定は、前連結会計年度の有価証券報告書の（連結損益計算書関係）の注記に記載した仮定から重

要な変更はありません。

（第三者割当による行使価額修正条項付第４回新株予約権（行使指定・停止指定条項付）の発行）

　当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第４回新株予約権

（行使指定・停止指定条項付）（以下「本新株予約権」といいます。）の発行を決議し、2022年１月４日に本新

株予約権に係る発行価額の総額の払込みが完了いたしました。なお、概要は以下のとおりであります。

（セグメント情報）

当社グループは、金型用部品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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