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1. 令和4年2月期第2四半期の連結業績（令和3年3月1日～令和3年8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 ％

4年2月期第2四半期 22,253 20.3 303 ― 397 232.4 274 315.2

3年2月期第2四半期 18,497 △22.1 △4 ― 119 △81.7 65 △85.1

（注）包括利益 4年2月期第2四半期　　291百万円 （425.4％） 3年2月期第2四半期　　55百万円 （△86.9％）

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

4年2月期第2四半期 5.00 ―

3年2月期第2四半期 1.21 ―

(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 ％

4年2月期第2四半期 17,005 12,060 70.9

3年2月期 16,453 11,878 72.2

（参考）自己資本 4年2月期第2四半期 12,060百万円 3年2月期 11,878百万円

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

3年2月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

4年2月期 ― 0.00

4年2月期（予想） ― 3.00 3.00

（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. 令和 4年 2月期の連結業績予想（令和 3年 3月 1日～令和 4年 2月28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 43,500 11.1 480 151.4 650 46.9 450 63.7 8.22

（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（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） 4年2月期2Q 54,789,510 株 3年2月期 54,789,510 株

② 期末自己株式数 4年2月期2Q 28,280 株 3年2月期 28,180 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 4年2月期2Q 54,761,276 株 3年2月期2Q 54,761,330 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

本業績予想は、発表日現在における事業環境および入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後の経済状況、事業環境の変化等により
異なる可能性があります。なお、業績予想の詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．（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（令和３年３月１日～令和３年８月31日）における当社を取り巻く経済環境は、自動

車や半導体関係を始めとする製造業の輸出量増加に牽引され、景況感は堅調に上向きながら推移しました。他方

で、米国や中国の急速な経済回復に伴う需要増加に端を発した原材料の価格高騰や新型コロナウイルス感染症の変

異株拡大による景気の下振れリスク等の懸念要素が引き続きありました。

このような状況のもと、当社グループは今年度より新中期経営計画（令和３年３月１日～令和８年２月28日）を

スタートしました。当第２四半期連結累計期間においては、同感染症の影響により満足な営業活動を行えない状況

が長期化する中で、感染対策を講じながら拡販に努めるとともに、各種キャンペーン等の販促企画、オンライン会

議システムを活用した販売活動や計測分野に関するWebセミナー等、非対面での販売活動の実施・強化にも積極的

に取り組みました。また、中長期的な企業成長を目指した事業基盤の強化のため、在庫の拡充を図った他、当第２

四半期より業務の効率化や生産性向上を目的とした基幹システムの刷新を行いました。

海外展開につきましては、タイ・ベトナムにおいては同感染症の再拡大に伴う移動規制措置により販売活動の制

限が続くなど厳しい状況が続きましたが、引き続き感染対策等を行いながら拡販に努めるとともに、販路拡大に向

けた取り組みを模索しました。中国においては、個人消費の回復に牽引された堅調な景気回復を追い風に拡販に努

めました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は222億53百万円（前年同期比20.3％増）、営業利益は

３億３百万円（前年同期は４百万円の営業損失）、経常利益は３億97百万円（前年同期比232.4％増）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は２億74百万円（同315.2％増）と増収増益になりました。

なお、取扱商品分類別の売上高は、下表のとおりです。

取扱商品分類 売上高（百万円） 前年同期比（％）

切削工具 10,941 ＋22.6

計 測 1,940 ＋14.0

産業機器・工作機械等 9,370 ＋19.1

合計 22,253 ＋20.3

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産、負債および純資産の状況は、以下のとおりです。

① 資産

資産は、170億５百万円と前連結会計年度から５億51百万円増加しました。これは、受取手形及び売掛金が３

億58百万円減少したものの、電子記録債権が２億12百万円、たな卸資産が５億75百万円増加したことが主な要

因です。

② 負債

負債は、49億44百万円と前連結会計年度から３億69百万円増加しました。これは、短期借入金が２億50百万

円増加したことが主な要因です。

③ 純資産

純資産は、120億60百万円と前連結会計年度から１億81百万円増加しました。これは、配当金の支払いにより

利益剰余金が１億９百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益２億74百万円の計上により利

益剰余金が増加したことが主な要因です。

なお、自己資本比率は70.9％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

令和４年２月期連結業績予想につきましては、直近の経済情勢を鑑みて令和３年３月29日に公表いたしました

連結業績予想から変更しております。詳細につきましては、本日（令和３年９月28日）公表いたしました「業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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
(令和３年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(令和３年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 188 229

受取手形及び売掛金 7,920 7,561

電子記録債権 1,397 1,610

たな卸資産 3,660 4,235

その他 226 275

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 13,391 13,910

固定資産

有形固定資産 170 150

無形固定資産 883 879

投資その他の資産

退職給付に係る資産 183 178

差入保証金 1,415 1,428

その他 419 468

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 2,008 2,064

固定資産合計 3,061 3,094

資産合計 16,453 17,005

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,404 3,523

短期借入金 458 709

未払法人税等 60 170

賞与引当金 188 206

その他 316 215

流動負債合計 4,428 4,825

固定負債

役員退職慰労引当金 80 50

退職給付に係る負債 0 0

その他 64 67

固定負債合計 145 118

負債合計 4,574 4,944

純資産の部

株主資本

資本金 2,291 2,291

資本剰余金 2,285 2,285

利益剰余金 7,163 7,327

自己株式 △10 △10

株主資本合計 11,729 11,893

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 76 101

為替換算調整勘定 10 9

退職給付に係る調整累計額 62 55

その他の包括利益累計額合計 149 166

純資産合計 11,878 12,060

負債純資産合計 16,453 17,005
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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 令和２年３月１日
　至 令和２年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年３月１日
　至 令和３年８月31日)

売上高 18,497 22,253

売上原価 16,490 19,766

売上総利益 2,007 2,487

販売費及び一般管理費 2,011 2,183

営業利益又は営業損失（△） △4 303

営業外収益

受取利息 2 3

受取配当金 3 1

持分法による投資利益 － 6

仕入割引 257 298

その他 66 14

営業外収益合計 330 324

営業外費用

支払利息 2 1

売上割引 195 228

持分法による投資損失 7 －

その他 1 0

営業外費用合計 207 230

経常利益 119 397

税金等調整前四半期純利益 119 397

法人税、住民税及び事業税 31 142

法人税等調整額 22 △19

法人税等合計 53 123

四半期純利益 65 274

親会社株主に帰属する四半期純利益 65 274
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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 令和２年３月１日
　至 令和２年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年３月１日
　至 令和３年８月31日)

四半期純利益 65 274

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 24

為替換算調整勘定 △2 1

退職給付に係る調整額 △6 △6

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 △2

その他の包括利益合計 △10 17

四半期包括利益 55 291

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 55 291
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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。
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