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(百万円未満切捨て)

１．2021年3月期第１四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6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 ％

2021年3月期第１四半期 882 △45.0 △247 ― △246 ― △222 ―

2020年3月期第１四半期 1,604 △34.7 △83 ― △89 ― △85 ―

(注)包括利益 2021年3月期第１四半期 △272 百万円 ( ―％)2020年3月期第１四半期 △197 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

2021年3月期第１四半期 △37.17 ―

2020年3月期第１四半期 △14.21 ―
　
（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 ％

2021年3月期第１四半期 9,163 3,830 31.6

2020年3月期 8,287 4,103 37.8

(参考) 自己資本 2021年3月期第１四半期 2,897 百万円 　2020年3月期 3,133 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 - 0.00 0.00

2021年3月期 -

　2021年3月期(予想) - - - -

(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）
2021年3月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を現段階において合理的に算定

することが困難であることから引き続き未定としております。今後、業績予想の開示が可能となった段階で速やか

に公表いたします。
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※ 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 ： 有

（注）詳細は添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記

事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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１Ｑ 6,000,000株 2020年3月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 2021年3月期１Ｑ 4,827株 2020年3月期 4,827株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期１Ｑ 5,995,173株 2020年3月期１Ｑ 5,995,173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の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、業績予

想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきましては、添付資料２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１四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の世界的流行の影響により、中国で

は持ち直しの動きが見られたものの、わが国を含む他の地域全てにおいて、極めて厳しい状況となりました。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、前期から続く世界的な自動車の販売・生産台数の減少に加

え、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自動車メーカーにより生産活動の一時停止や減産が行われたこと

で、自動車関連製品の需要に大きな落ち込みが見られました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、主にお客様の減産や操業停止の影響により、882百万円（前

年同期比45.0％減）と大幅な減収となりました。利益面では、売上高の減少等により、営業損失247百万円（前年同

期は83百万円の営業損失）、経常損失246百万円（前年同期は89百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期

純損失222百万円（前年同期は85百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）を計上しました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における資産の合計は、9,163百万円（前連結会計年度末8,287百万円）となり、875

百万円増加しました。流動資産は4,856百万円となり707百万円増加し、固定資産は4,307百万円となり168百万円増

加しました。

当第１四半期連結会計期間末における負債の合計は、5,332百万円（前連結会計年度末4,184百万円）となり、

1,148百万円増加しました。流動負債は3,762百万円となり807百万円増加し、固定負債は1,570百万円となり340百万

円増加しました。

当第１四半期連結会計期間末における純資産の合計は、3,830百万円（前連結会計年度末4,103百万円）となり、

272百万円減少しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績予想及び配当予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響の収束が見通せないな

か、現段階では合理的な予想の算定が困難であることから引き続き未定としております。今後、業績予想の開示が

可能となった段階で速やかに公表いたします。
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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：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 975,492 2,471,337

受取手形及び売掛金 880,579 399,329

電子記録債権 591,130 524,011

商品及び製品 99,275 123,335

仕掛品 424,026 490,381

原材料及び貯蔵品 757,964 577,119

未収入金 356,391 201,516

未収法人税等 - 2,098

その他 64,295 67,148

流動資産合計 4,149,156 4,856,278

固定資産

有形固定資産

建物 3,045,333 3,035,596

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,889,941 △1,902,441

建物（純額） 1,155,392 1,133,154

構築物 179,988 179,988

減価償却累計額 △146,287 △147,106

構築物（純額） 33,701 32,882

機械及び装置 6,149,526 6,242,363

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,352,645 △4,429,653

機械及び装置（純額） 1,796,881 1,812,710

車両運搬具 23,686 23,459

減価償却累計額及び減損損失累計額 △17,879 △18,367

車両運搬具（純額） 5,807 5,091

工具、器具及び備品 541,366 538,656

減価償却累計額及び減損損失累計額 △444,024 △447,062

工具、器具及び備品（純額） 97,342 91,593

土地 246,986 245,541

リース資産 353,773 350,607

減価償却累計額及び減損損失累計額 △148,975 △151,049

リース資産（純額） 204,797 199,558

建設仮勘定 161,739 355,793

有形固定資産合計 3,702,647 3,876,326

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 2,346 2,253

その他 847 847

無形固定資産合計 8,087 7,993
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

投資その他の資産

投資有価証券 34,990 39,945

長期前払費用 1,054 705

退職給付に係る資産 264,404 268,536

繰延税金資産 28,830 28,331

その他 98,474 85,488

投資その他の資産合計 427,754 423,007

固定資産合計 4,138,488 4,307,328

資産合計 8,287,644 9,163,606

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 331,250 154,175

短期借入金 870,000 1,982,570

1年内返済予定の長期借入金 167,972 132,866

リース債務 46,080 36,504

未払金及び未払費用 1,385,271 1,222,430

未払法人税等 5,344 -

賞与引当金 131,003 181,002

役員賞与引当金 3,606 5,409

その他 14,080 47,600

流動負債合計 2,954,608 3,762,559

固定負債

長期借入金 959,921 950,000

リース債務 187,218 531,506

長期未払金 5,970 5,970

繰延税金負債 60,115 60,620

退職給付に係る負債 16,783 22,177

固定負債合計 1,230,009 1,570,274

負債合計 4,184,618 5,332,834

純資産の部

株主資本

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 621,796 621,796

利益剰余金 1,933,602 1,710,756

自己株式 △1,808 △1,808

株主資本合計 3,268,589 3,045,743

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,566 6,148

為替換算調整勘定 △85,054 △101,312

退職給付に係る調整累計額 △52,366 △53,069

その他の包括利益累計額合計 △134,854 △148,233

非支配株主持分 969,291 933,262

純資産合計 4,103,026 3,830,772

負債純資産合計 8,287,644 9,163,606
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 1,604,456 882,576

売上原価 1,510,366 986,174

売上総利益又は売上総損失（△） 94,090 △103,598

販売費及び一般管理費 177,683 144,225

営業損失（△） △83,593 △247,824

営業外収益

受取利息 1,625 1,125

受取配当金 3,618 1,493

助成金収入 - 2,000

その他 1,628 2,460

営業外収益合計 6,871 7,080

営業外費用

支払利息 3,656 4,106

為替差損 9,206 1,678

その他 77 44

営業外費用合計 12,940 5,829

経常損失（△） △89,662 △246,572

特別利益

固定資産売却益 25 1

特別利益合計 25 1

特別損失

固定資産除却損 0 396

投資有価証券評価損 - 255

その他 - 1,333

特別損失合計 0 1,986

税金等調整前四半期純損失（△） △89,636 △248,557

法人税等 10,594 577

四半期純損失（△） △100,231 △249,134

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △15,012 △26,288

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △85,219 △222,846
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純損失（△） △100,231 △249,134

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,152 3,581

為替換算調整勘定 △91,547 △25,997

退職給付に係る調整額 △3,910 △703

その他の包括利益合計 △97,609 △23,119

四半期包括利益 △197,841 △272,254

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △150,267 △236,225

非支配株主に係る四半期包括利益 △47,574 △36,028
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △89,636 △248,557

減価償却費 91,052 88,280

有形固定資産除却損 0 396

退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △11,713 △4,131

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △3,160 5,556

賞与引当金の増減額（△は減少） 82,999 49,999

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,198 1,803

受取利息及び受取配当金 △5,243 △2,619

支払利息 3,656 4,106

為替差損益（△は益） 44 14

有形固定資産売却損益（△は益） △25 △1

投資有価証券評価損益（△は益） - 255

売上債権の増減額（△は増加） 59,582 663,670

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,562 △115,314

仕入債務の増減額（△は減少） △20,693 △175,687

未払金の増減額（△は減少） △9,594 △89,873

その他の流動資産の増減額（△は増加） △13,379 35,696

その他の流動負債の増減額（△は減少） 27,225 39,721

小計 119,873 253,315

利息及び配当金の受取額 5,242 2,619

利息の支払額 △3,312 △3,727

割増退職金の支払額 - △3,008

法人税等の支払額 △125 △2,907

営業活動によるキャッシュ・フロー 121,677 246,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △93,229 △166,563

有形固定資産の売却による収入 35 1

無形固定資産の取得による支出 - △104

投資有価証券の取得による支出 △65 △59

投資その他の資産の増減額（△は増加） 8,750 13,605

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,509 △153,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 85,000 1,112,020

長期借入金の返済による支出 △60,027 △45,027

リース債務の増加による収入 - 349,383

リース債務の返済による支出 △9,334 △12,647

配当金の支払額 △67,668 △219

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,029 1,403,509

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,879 △834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,740 1,495,844

現金及び現金同等物の期首残高 1,737,973 825,492

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,712,232 2,321,337
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（４）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。

（セグメント情報等）

セグメント情報

　 当社グループは、自動車用部品事業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

（追加情報）

前連結会計年度の決算短信の（追加情報）に記載した、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定につ

いて重要な変更はありません。
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