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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第36期

第３四半期累計期間
第37期

第３四半期累計期間
第36期

会計期間
自 2020年１月１日
至 2020年９月30日

自 2021年１月１日
至 2021年９月30日

自 2020年１月１日
至 2020年12月31日

売上高 (千円) 5,559,403 4,449,578 7,082,389

経常利益 (千円) 444,824 300,769 516,235

四半期(当期)純利益 (千円) 298,795 202,880 345,276

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 700,328 700,328 700,328

発行済株式総数 (株) 5,956,400 5,956,400 5,956,400

純資産額 (千円) 6,374,275 6,328,066 6,420,755

総資産額 (千円) 7,468,288 7,518,515 7,337,895

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 50.33 34.39 58.12

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 15.00 15.00 30.00

自己資本比率 (％) 85.4 84.2 87.5
 

 

回次
第36期

第３四半期会計期間
第37期

第３四半期会計期間

会計期間
自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 17.18 13.54
 

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため、記載しておりません。
３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。

 
２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（１）経営成績の状況

当第３四半期累計期間の工作機械業界は、日本工作機械工業会が発表した工作機械受注実績（2021年１月１日か

ら2021年９月30日まで）が前年同期比で75.3％増加しました。新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の

制限は依然として続くものの、景気の回復にともない、国内・海外とも設備投資需要の増加が見られました。

当社の受注状況も当第２四半期に続き回復基調にあり、受注高は前年同期に対し倍増に迫る99.9%の増加となりま

した。地域別では、前年同期比で中国が129.2％増、日本が108.8%増と大きく伸長したほか、その他の地域において

も総じて増加推移となりました。

現在、ワクチンの普及や景況の回復の兆しをうけ、お客様の設備投資マインドの高まりが受注として顕在化して

いる状況です。今後は、国内最大規模の工作機械見本市「メカトロテックジャパン2021」がリアル開催されるな

ど、営業活動をより活発化していけるものと予想しております。お客様の設備投資需要をタイムリーに取り込みつ

つ、同時に生産リードタイムの短縮にも努めてまいります。

当第３四半期累計期間の受注高は5,993,471千円（前年同期比99.9％増）となりました。このうち当社主力機種で

ある立形研削盤は4,552,353千円（前年同期比102.9％増）、横形研削盤は1,407,334千円（前年同期比113.4％

増）、その他専用研削盤は33,783千円（前年同期比64.2％減）となりました。

生産高は3,897,559千円（前年同期比23.6％減）となりました。このうち立形研削盤は3,040,414千円（前年同期

比19.6％減）、横形研削盤は857,145千円（前年同期比24.6％減）となりました。

売上高につきましては、4,449,578千円（前年同期比20.0％減）となりました。品目別には、立形研削盤は

3,468,533千円（前年同期比17.9％減）、横形研削盤は947,261千円（前年同期比21.8％減）、その他専用研削盤は

33,783千円（前年同期比72.8％減）となりました。

損益につきましては、営業利益246,842千円（前年同期比44.7％減）、経常利益300,769千円（前年同期比32.4％

減）、四半期純利益202,880千円（前年同期比32.1％減）となりました。
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（２）財政状態の状況

（流動資産）

当第３四半期会計期間末の流動資産は前事業年度末に比べて272,054千円増加し、6,354,703千円となりました。

これは主に売掛金が298,307千円、製品が20,541千円、仕掛品が296,666千円、原材料及び貯蔵品が68,145千円増加

したこと、現金及び預金が437,938千円減少したことによるものです。

（固定資産）

当第３四半期会計期間末の固定資産は前事業年度末に比べて91,434千円減少し、1,163,812千円となりました。こ

れは主に有形固定資産が65,986千円、投資その他の資産（その他）に含まれる長期前払費用が44,537千円減少した

こと、繰延税金資産が18,825千円増加したことによるものです。

（流動負債）

当第３四半期会計期間末の流動負債は前事業年度末に比べて564,072千円増加し、1,190,449千円となりました。

これは主に買掛金が221,918千円、リース債務が213,705千円、流動負債（その他）に含まれる前受金が122,484千円

増加したこと、未払法人税等が50,494千円減少したことによるものです。

（固定負債）

当第３四半期会計期間末の固定負債は前事業年度末に比べて290,761千円減少し、0円となりました。これは主に

リース債務が268,901千円減少したことによるものです。

（純資産）

当第３四半期会計期間末の純資産は前事業年度末に比べて92,689千円減少し、6,328,066千円となりました。これ

は主に利益剰余金が25,428千円、自己株式が118,732千円増加したことによるものです。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。

 

（４）研究開発活動

当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は91,934千円であります。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,000,000

計 18,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2021年11月５日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,956,400 5,956,400
東京証券取引所

JASDAQ
（スタンダード）

単元株式数　100株

計 5,956,400 5,956,400 ― ―
 

 

（２）【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年９月30日 ─ 5,956,400 ─ 700,328 ─ 387,828
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（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である2021年６月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式 80,400
 

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,874,500
 

58,745 －

単元未満株式 普通株式 1,500
 

－ －

発行済株式総数 5,956,400 － －

総株主の議決権 － 58,745 －
 

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式89株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社太陽工機

新潟県長岡市西陵町
221番35

80,400 － 80,400 1.35

計 － 80,400 － 80,400 1.35
 

（注）当第３四半期会計期間において、2021年２月12日の取締役会決議に基づく24,000株の自己株式の取得及び従業

員退職に伴う譲渡制限付株式報酬の権利失効により普通株式600株を無償取得を行っており、当第３四半期会計

期間末日現在の自己株式数は、105,000株となっております。

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2021年７月１日から2021年９月

30日まで)及び第３四半期累計期間(2021年１月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日

本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社を有しておりませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

 （１）【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2020年12月31日)
当第３四半期会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,721,136 2,283,197

  売掛金 1,610,447 1,908,754

  製品 - 20,541

  仕掛品 1,396,708 1,693,374

  原材料及び貯蔵品 302,828 370,974

  その他 52,527 78,860

  貸倒引当金 △1,000 △1,000

  流動資産合計 6,082,648 6,354,703

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 472,863 447,555

   土地 312,573 312,573

   その他（純額） 204,983 164,305

   有形固定資産合計 990,420 924,434

  無形固定資産 61,238 60,444

  投資その他の資産   

   繰延税金資産 92,927 111,752

   その他 110,660 67,180

   投資その他の資産合計 203,587 178,933

  固定資産合計 1,255,246 1,163,812

 資産合計 7,337,895 7,518,515

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 177,850 399,768

  リース債務 73,807 287,513

  未払法人税等 93,337 42,843

  製品保証引当金 48,969 49,345

  役員賞与引当金 - 2,190

  その他 232,413 408,789

  流動負債合計 626,377 1,190,449

 固定負債   

  リース債務 268,901 -

  その他 21,860 -

  固定負債合計 290,761 -

 負債合計 917,139 1,190,449

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 700,328 700,328

  資本剰余金 532,380 532,994

  利益剰余金 5,188,968 5,214,397

  自己株式 △921 △119,654

  株主資本合計 6,420,755 6,328,066

 純資産合計 6,420,755 6,328,066

負債純資産合計 7,337,895 7,518,515
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 5,559,403 4,449,578

売上原価 4,189,646 3,331,624

売上総利益 1,369,757 1,117,953

販売費及び一般管理費 923,305 871,110

営業利益 446,452 246,842

営業外収益   

 受取利息 45 40

 助成金収入 4,549 35,076

 受取手数料 795 1,002

 保険解約返戻金 - 24,567

 その他 1,223 3,476

 営業外収益合計 6,613 64,163

営業外費用   

 支払利息 6,746 5,491

 支払手数料 1,045 2,127

 その他 450 2,618

 営業外費用合計 8,241 10,237

経常利益 444,824 300,769

税引前四半期純利益 444,824 300,769

法人税、住民税及び事業税 129,811 116,713

法人税等調整額 16,217 △18,825

法人税等合計 146,029 97,888

四半期純利益 298,795 202,880
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

当社は、繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損会計等の会計上の見積りについて、当第３四半期累計期間

において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症につきましては、現時点において

当社の事業及び業績に重要な影響を及ぼすものではありませんが、収束時期等については不確定要素が多く、引き

続き今後の動向を注視してまいります。

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)

減価償却費 90,217千円 84,349千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年３月27日
定時株主総会

普通株式 148,185 25.00 2019年12月31日 2020年３月30日 利益剰余金

2020年８月27日
取締役会

普通株式 89,313 15.00 2020年６月30日 2020年９月18日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第３四半期累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年３月24日
定時株主総会

普通株式 89,313 15.00 2020年12月31日 2021年３月25日 利益剰余金

2021年８月５日
取締役会

普通株式 88,138 15.00 2021年６月30日 2021年９月17日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、研削盤の製造及び販売を事業内容とする単一セグメントであり、開示対象となるセグメントはありませ

んので、記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)

　　１株当たり四半期純利益 50.33円 34.39円

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益(千円) 298,795 202,880

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益(千円) 298,795 202,880

    普通株式の期中平均株式数(株) 5,936,899 5,899,562
 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

２ 【その他】

2021年８月５日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（１）中間配当による配当金の総額　　　　　　　　 88,138千円

（２）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　15円00銭

（３）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　　2021年９月17日

（注）2021年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。

 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2021年11月５日

株式会社太陽工機

取締役会  御中

EY新日本有限責任監査法人

新潟事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 五十嵐　朗  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小川　浩徳  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社太陽工

機の2021年１月１日から2021年12月31日までの第37期事業年度の第３四半期会計期間（2021年７月１日から2021年９月

30日まで）及び第３四半期累計期間（2021年１月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社太陽工機の2021年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか

結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

 

EDINET提出書類

株式会社太陽工機(E02360)

四半期報告書

13/13


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	第３四半期累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

