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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第３四半期 7,375 △20.5 547 △41.5 576 △38.6 374 △40.6

2020年３月期第３四半期 9,282 17.7 936 4.7 938 4.3 630 3.3
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 489百万円(△23.7％) 2020年３月期第３四半期 641百万円( 16.4％)
　

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

2021年３月期第３四半期 54.82 54.80

2020年３月期第３四半期 94.11 －
　

　

（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 ％

2021年３月期第３四半期 18,128 12,677 63.1

2020年３月期 18,255 11,863 58.3
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 11,431百万円 2020年３月期 10,636百万円
　　

　

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

2020年３月期 － 0.00 － 30.00 30.00

2021年３月期 － 0.00 －

2021年３月期(予想) 30.00 30.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 11,500 △13.1 640 △58.2 650 △57.8 390 △60.3 57.80
(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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社（社名） 株式会社エヌエフ回路設計ブロック 、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) 2021年３月期３Ｑ 7,070,000株 2020年３月期 6,782,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 51,032株 2020年３月期 51,032株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 6,826,858株 2020年３月期３Ｑ 6,699,012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。
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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

①業績

当第３四半期連結累計期間（2020年４月１日～2020年12月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス

感染症の拡散により国内外の経済が大きく影響を受け、景気及び先行きは非常に厳しい状況が続いております。

このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、持株会社化によるグループ会社の生産基盤や事業

体制の強化、重点分野である環境エネルギー関連やライフサイエンス関連での基礎研究投資や開発強化に取り組

みました。また、コロナ禍においてのデジタルマーケティング、オンライン展示会や商談会、計測機器や電源事

業での新商品投入などに取り組みました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は7,375百万円（前年同期比20.5%減）、損益面では経

常利益は576百万円（前年同期比38.6%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は374百万円（前年同期比40.6%

減）となりました。

②営業の分野別状況

当社グループは単一セグメントであるため、営業の分野別で記載しております。

≪計測制御デバイス関連分野≫

計測制御デバイス関連分野では、電子計測器関連は大学・公的機関向けが堅調で周波数特性分析器・微小信

号測定器・地震計測器などが順調に推移したものの、一般産業向けの電子デバイス関連が全般的に伸び悩みま

した。

以上の結果、計測制御デバイス関連分野の売上高は1,540百万円（前年同期比6.5%減）となりました。

≪電源パワー制御関連分野≫

電源パワー制御関連分野では、自動車向けなどでカスタム電源が底堅く推移する一方、一般産業向けの交流

電源および表面処理用直流電源などが落ち込みました。

以上の結果、電源パワー制御関連分野の売上高は1,902百万円(前年同期比17.9%減)となりました。

≪環境エネルギー関連分野≫

環境エネルギー関連分野では、電力系統用保護リレー試験器や家庭用蓄電システムなどが、需要は底堅いも

のの販売活動が停滞し、落ち込みました。

以上の結果、環境エネルギー関連分野の売上高は3,663百万円（前年同期比27.7%減）となりました。

≪校正・修理分野≫

校正・修理分野では、販売製品の校正・メンテナンス・修理での売上高は271百万円（前年同期比4.9%増）

となりました。

　



株式会社エヌエフホールディングス(6864) 2021年３月期 第３四半期決算短信

－ 3 －

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債、純資産）

当第３四半期連結会計期間の総資産は、たな卸資産などの増加に対し売上債権などが減少したことにより、

前連結会計年度と比較して126百万円減少し18,128百万円となりました。

負債は買掛債務などが減少したことにより、前連結会計年度と比較して940百万円減少し5,450百万円となり

ました。

純資産は前連結会計年度と比較して、814百万円増加し12,677百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2020年10月29日「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて公表しました

業績予想から変更ありません。
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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：千円)

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 7,094,744 7,577,657

受取手形及び売掛金 3,738,826 2,507,603

商品及び製品 800,489 1,205,477

仕掛品 1,003,459 1,202,284

原材料 1,001,980 1,044,890

その他 200,162 186,546

貸倒引当金 △12,283 △12,040

流動資産合計 13,827,379 13,712,419

固定資産

有形固定資産

土地 1,949,105 1,949,105

その他（純額） 1,501,039 1,484,938

有形固定資産合計 3,450,144 3,434,043

無形固定資産 62,751 56,460

投資その他の資産 914,791 925,398

固定資産合計 4,427,687 4,415,902

資産合計 18,255,066 18,128,322

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,261,785 921,427

電子記録債務 1,706,603 1,277,594

短期借入金 293,200 520,000

未払法人税等 299,746 35,458

賞与引当金 318,833 116,693

役員賞与引当金 43,051 －

製品保証引当金 26,535 6,024

その他 642,246 565,590

流動負債合計 4,592,001 3,442,788

固定負債

社債 410,000 400,000

長期借入金 1,143,600 1,360,000

退職給付に係る負債 128,096 135,074

長期未払金 76,362 71,848

資産除去債務 27,562 27,665

その他 13,629 13,056

固定負債合計 1,799,250 2,007,646

負債合計 6,391,251 5,450,434
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(単位：千円)

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 3,044,385 3,317,200

資本剰余金 1,040,218 1,313,033

利益剰余金 6,630,311 6,802,627

自己株式 △23,395 △23,395

株主資本合計 10,691,520 11,409,465

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △54,631 21,738

その他の包括利益累計額合計 △54,631 21,738

新株予約権 2,727 －

非支配株主持分 1,224,197 1,246,683

純資産合計 11,863,814 12,677,887

負債純資産合計 18,255,066 18,128,322
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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：千円)
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 9,282,544 7,375,263

売上原価 6,481,308 4,931,437

売上総利益 2,801,236 2,443,826

販売費及び一般管理費 1,864,706 1,895,880

営業利益 936,529 547,945

営業外収益

受取利息 258 176

受取配当金 13,600 22,569

その他 7,376 23,855

営業外収益合計 21,235 46,601

営業外費用

支払利息 12,220 10,735

社債発行費 4,334 －

その他 2,619 7,441

営業外費用合計 19,174 18,176

経常利益 938,590 576,369

特別利益

固定資産売却益 43 127

投資有価証券売却益 － 27,197

特別利益合計 43 27,325

特別損失

固定資産除却損 2,517 451

特別損失合計 2,517 451

税金等調整前四半期純利益 936,116 603,243

法人税、住民税及び事業税 169,763 115,696

法人税等調整額 135,891 74,015

法人税等合計 305,655 189,712

四半期純利益 630,461 413,531

非支配株主に帰属する四半期純利益 － 39,286

親会社株主に帰属する四半期純利益 630,461 374,244
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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：千円)
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)

四半期純利益 630,461 413,531

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,453 76,369

その他の包括利益合計 11,453 76,369

四半期包括利益 641,915 489,900

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 641,915 450,614

非支配株主に係る四半期包括利益 － 39,286
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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）

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）

当社は、2018年10月15日付発行の第三者割当による第２回新株予約権（行使価額修正条項付）の一部行使に伴

う新株の発行による払込を受け、資本金および資本剰余金がそれぞれ272,814千円増加しております。

この結果、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が3,317,200千円、資本剰余金が1,313,033千円とな

っております。

　


