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１．令和３年２月期第３四半期の連結業績（令和２年３月１日～令和２年11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 ％

３年２月期第３四半期 557,888 △16.1 9,375 △34.7 13,324 △24.3 9,184 △25.5

２年２月期第３四半期 665,064 △5.0 14,362 △7.7 17,590 △6.4 12,330 △3.7

(注) 包括利益 ３年２月期第３四半期 11,557百万円(△24.6％) ２年２月期第３四半期 15,323百万円( 277.7％)

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

３年２月期第３四半期 954.15 －

２年２月期第３四半期 1,280.96 －

（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 ％

３年２月期第３四半期 459,775 228,550 47.5

２年２月期 494,089 219,451 42.4

(参考) 自己資本 ３年２月期第３四半期 218,513百万円 ２年２月期 209,436百万円

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

２年２月期 － 110.00 － 120.00 230.00

３年２月期 － 110.00 －

３年２月期(予想) 115.00 225.00
(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３年２月期の連結業績予想（令和２年３月１日～令和３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 770,000 △12.1 13,000 △31.7 16,000 △30.5 10,000 △36.2 1,038.87
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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) ３年２月期３Ｑ 9,720,000株 ２年２月期 9,720,000株

② 期末自己株式数 ３年２月期３Ｑ 94,166株 ２年２月期 94,096株

③ 期中平均株式数（四半期累計） ３年２月期３Ｑ 9,625,872株 ２年２月期３Ｑ 9,626,002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、四半期決算短信（添付資料）３ペー
ジ 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及び日本経済は、新型コロナウイルスの感染拡大に

伴い景気が急速に悪化しましたが、日本をはじめ各国の景気刺激策や中国経済の立ち直りにより緩

やかな回復に向かいました。このような状況下において、当社も当第３四半期連結累計期間におけ

る売上高は、5,578億88百万円で前年同期比16.1％の減収となりました。

損益につきましては、売上総利益が384億89百万円（前年同期比16.3％減）、営業利益が93億75百

万円（前年同期比34.7％減）、経常利益が133億24百万円（前年同期比24.3％減）、親会社株主に

帰属する四半期純利益は91億84百万円（前年同期比25.5％減）となりました。

これを事業のセグメント別に見ますと、次のとおりであります。

(鉄鋼)

鉄鋼部門は、鋼材需要の落ち込みにより、建材関連や製造業向けが減少しました。

特殊鋼部門は、自動車・産機・工作機械等の減産の影響を受け、国内外で販売が大幅に減少し

ました。

海外は、一部中国向けの輸出は増加しましたが、米国及びアジア向けを中心に減少しました。

鉄鋼セグメントの売上高は、2,273億49百万円（前年同期比13.7％減）となりました。

(情報・電機)

非鉄金属部門は、アルミ市況の下落継続に加え、電子部品用材料と自動車部品が減少しまし

た。

エレクトロニクス部門は、ＰＣ・通信関連製品等は増加しましたが、ＦＡ・ＯＡ、設備機器及

び車載部品が減少しました。

情報・電機セグメントの売上高は、1,167億41百万円（前年同期比12.2％減）となりました。

(産業資材)

化成品部門は、自動車関連や住設向け樹脂原料が減少しました。

メカトロ部門は、車載部品は回復しましたが、国内外で部品・工具・設備等が減少しました。

産業資材セグメントの売上高は、1,722億18百万円（前年同期比23.2％減）となりました。

(生活産業)

配管建設部門は、住宅機器向け部材や請負工事は増加しましたが、エネルギー関連及び配管機

材類が減少しました。

食品部門は、鶏肉の輸入は減少しましたが、水産物の輸入が増加しました。

生活産業セグメントの売上高は、415億78百万円（前年同期比6.6％減）となりました。
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（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4,597億75百万円となり、売上債権の減少などによ

り前連結会計年度末に比べて343億13百万円減少しました。

　負債は2,312億24百万円となり、仕入債務の減少などにより前連結会計年度末に比べて434億12百

万円減少しました。

　純資産は2,285億50百万円となり、利益剰余金の増加などにより前連結会計年度末に比べて90億

99百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和３年２月期の業績は概ね計画通りに推移しており、現時点においては令和２年９月30日発表

の予想数値を据置いています。
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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２年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(令和２年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,660 14,757

受取手形及び売掛金 188,755 155,626

電子記録債権 35,010 30,731

商品及び製品 57,657 50,774

仕掛品 4,786 6,040

原材料及び貯蔵品 1,421 1,376

その他 10,112 9,201

貸倒引当金 △642 △565

流動資産合計 311,762 267,943

固定資産

有形固定資産 39,868 43,903

無形固定資産 1,577 2,163

投資その他の資産

投資有価証券 117,724 122,331

その他 23,437 23,710

貸倒引当金 △281 △277

投資その他の資産合計 140,880 145,764

固定資産合計 182,326 191,831

資産合計 494,089 459,775
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(令和２年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(令和２年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 105,160 82,047

電子記録債務 24,466 15,720

短期借入金 75,979 62,721

未払法人税等 2,676 1,506

賞与引当金 1,355 2,248

その他 11,712 12,530

流動負債合計 221,350 176,774

固定負債

長期借入金 20,966 20,904

繰延税金負債 25,741 27,081

役員退職慰労引当金 911 955

退職給付に係る負債 2,209 2,303

その他 3,457 3,204

固定負債合計 53,287 54,449

負債合計 274,637 231,224

純資産の部

株主資本

資本金 9,128 9,128

資本剰余金 7,798 7,798

利益剰余金 142,646 149,615

自己株式 △467 △467

株主資本合計 159,105 166,074

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 48,068 51,592

繰延ヘッジ損益 66 △54

為替換算調整勘定 142 △735

退職給付に係る調整累計額 2,053 1,637

その他の包括利益累計額合計 50,330 52,439

非支配株主持分 10,015 10,036

純資産合計 219,451 228,550

負債純資産合計 494,089 459,775
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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 平成31年３月１日
　至 令和元年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
　至 令和２年11月30日)

売上高 665,064 557,888

売上原価 619,103 519,398

売上総利益 45,960 38,489

販売費及び一般管理費 31,598 29,114

営業利益 14,362 9,375

営業外収益

受取利息 1,086 871

受取配当金 3,055 2,725

持分法による投資利益 287 177

その他 658 1,457

営業外収益合計 5,088 5,232

営業外費用

支払利息 1,420 982

手形売却損 16 11

その他 424 289

営業外費用合計 1,860 1,283

経常利益 17,590 13,324

特別利益

固定資産売却益 9 136

投資有価証券売却益 14 243

関係会社株式売却益 117 －

特別利益合計 140 379

特別損失

固定資産処分損 8 30

投資有価証券評価損 14 55

関係会社整理損 143 －

操業休止関連費用 － 177

その他 － 2

特別損失合計 167 265

税金等調整前四半期純利益 17,563 13,438

法人税、住民税及び事業税 4,938 4,065

法人税等調整額 △191 △61

法人税等合計 4,746 4,004

四半期純利益 12,817 9,434

非支配株主に帰属する四半期純利益 486 250

親会社株主に帰属する四半期純利益 12,330 9,184
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四半期連結包括利益計算書

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 平成31年３月１日
　至 令和元年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
　至 令和２年11月30日)

四半期純利益 12,817 9,434

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,782 3,594

繰延ヘッジ損益 127 △120

為替換算調整勘定 70 △474

退職給付に係る調整額 △487 △421

持分法適用会社に対する持分相当額 13 △455

その他の包括利益合計 2,506 2,122

四半期包括利益 15,323 11,557

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 14,804 11,293

非支配株主に係る四半期包括利益 519 263
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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）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

前第３四半期連結累計期間（自 平成31年３月１日 至 令和元年11月30日）

（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

鉄鋼 情報・電機 産業資材 生活産業 計

売上高

外部顧客への売上高 263,485 132,941 224,141 44,495 665,064 － 665,064

セグメント間の内部売上高
又は振替高

621 2,045 841 1,182 4,690 △4,690 －

計 264,106 134,987 224,983 45,678 669,754 △4,690 665,064

セグメント利益 2,796 2,408 6,966 1,938 14,110 252 14,362

(注)１. セグメント利益の調整額252百万円は、主に報告セグメントに帰属しない退職給付関連損益であります。

２. セグメント利益は、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。

　 当第３四半期連結累計期間（自 令和２年３月１日 至 令和２年11月30日）

（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

鉄鋼 情報・電機 産業資材 生活産業 計

売上高

外部顧客への売上高 227,349 116,741 172,218 41,578 557,888 － 557,888

セグメント間の内部売上高
又は振替高

447 1,950 310 1,051 3,759 △3,759 －

計 227,796 118,692 172,529 42,629 561,647 △3,759 557,888

セグメント利益 2,307 1,689 2,864 1,637 8,499 875 9,375

(注)１. セグメント利益の調整額875百万円は、主に報告セグメントに帰属しない退職給付関連損益であります。

２. セグメント利益は、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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