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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)

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の所有者
に帰属する四半

期利益

四半期包括
利益合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第１四半期 28,493 △39.5 △2,527 ― △2,811 ― △3,146 ― △2,325 ― △1,173 ―

2020年３月期第１四半期 47,113 △9.8 1,284 △45.7 1,122 △48.4 738 △50.9 743 △43.9 △749 ―
　

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2021年３月期第１四半期 △82.88 △81.89

2020年３月期第１四半期 26.38 26.20
　

　

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

１株当たり親会社
所有者帰属持分

百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年３月期第１四半期 159,517 61,734 56,945 35.7 2,029.85

2020年３月期 155,173 63,272 57,946 37.3 2,065.50
　　

　

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00

2021年３月期 ―

2021年３月期(予想) 12.00 ― 12.00 24.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有
　　

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)

売上収益 営業利益 税引前利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 165,000 △9.7 300 △91.7 △500 ― △1,400 ― △49.90
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
　

　※年次で業績管理を行っておりますので、2021年３月期より第２四半期(累計)の連結業績予想の記載を省略いたします。
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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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 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
　

(注) 詳細は、添付資料11ページ「２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記 (５) 要約四半期連結財務諸表に関
する注記事項」をご覧ください。

　

（３）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 28,392,830株 2020年３月期 28,392,830株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 338,507株 2020年３月期 338,507株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年３月期１Ｑ 28,054,323株 2020年３月期１Ｑ 28,197,563株
　

(注) 期末自己株式数には、株式給付信託(BBT)制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が所有す
る当社株式(2021年３月期第１四半期、2020年３月期いずれも337,000株)が含まれております。また、期中平均
株式数の計算において控除する自己株式数には、株式給付信託(BBT)制度に関する資産管理サービス信託銀行株
式会社(信託Ｅ口)が所有する当社株式の期中平均株式数(2021年３月期第１四半期 337,000株、2020年３月期第
１四半期 193,800株)が含まれております。

※ 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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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等その他の関連する事項について
は、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」をご覧下さい。
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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当社グループの経営環境は、新型コロナウイルス感染症の影響によって世界的

に厳しい景気情勢のもとにありました。

自動車業界においては、新型コロナウイルスの感染拡大により自動車メーカーが生産を一時休止又は減少させるな

ど、大半の地域で自動車の生産及び販売が大きく低下いたしました。一方で、中国は新車販売が２か月連続で前年同

月を上回るまでに需要が回復いたしました。

そのような中での当第１四半期連結累計期間の経営成績は、中国を除く地域で自動車フレームの生産量が前年同四

半期に比べて大きく低下したことから売上収益が284億93百万円(前年同四半期比39.5％減)、売上総利益が６億27百万

円(同87.8％減)となり、販売費及び一般管理費は前年同四半期比で減少したものの、営業損失が25億27百万円(前年同

四半期は営業利益12億84百万円)となりました。また、金融損益が前年同四半期に比べ改善した一方、持分法による投

資損失の計上もあり税引前四半期損失が28億11百万円(前年同四半期は税引前四半期利益11億22百万円)、親会社の所

有者に帰属する四半期損失が23億25百万円(前年同四半期は親会社の所有者に帰属する四半期利益７億43百万円)とな

りました。

セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。

①日本

新型コロナウイルスの影響による新車需要の低下などから主力得意先向けの自動車フレームの生産量が前年同四

半期に比べて減少した結果、売上収益が98億87百万円(前年同四半期比26.3％減)、税引前四半期損失が３億47百万

円(前年同四半期は税引前四半期利益５億61百万円)となりました。

②北米

新型コロナウイルスの影響による自動車メーカーの生産一時休止を受けて自動車フレームの生産量が前年同四半

期に比べて大きく減少した結果、売上収益が73億４百万円(前年同四半期比63.7％減)、税引前四半期損失が19億74

百万円(前年同四半期は税引前四半期利益２億70百万円)となりました。

③中国

期初より主力得意先向けの自動車フレームの生産量が回復基調にあり売上収益は113億67百万円(前年同四半期比

5.4％増)、税引前四半期利益は６億73百万円(同18.8％減)となりました。

④アジア・大洋州

新型コロナウイルスの影響により一部の拠点では生産休止が続き、稼働中の拠点についても低水準な生産状況に

あったことから売上収益が16億94百万円(前年同四半期比70.5％減)、税引前四半期損失が９億58百万円(前年同四半

期は税引前四半期損失３億53百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における連結財政状態は、資産合計が1,595億17百万円(前連結会計年度末比43億43

百万円増)となりました。これは主に営業債権及びその他の債権が増加したことによるものであります。

負債合計は、977億82百万円(同58億81百万円増)となりました。これは主に借入金の増加によるものであります。

資本合計は、617億34百万円(同15億37百万円減)となりました。これは主に親会社の所有者に帰属する四半期損失

を計上したためであります。親会社の所有者に帰属する持分比率は35.7％(同1.6ポイントのマイナス)となりまし

た。

② キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前四半期損失の計上、

営業債権及びその他の債権の増加、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出等の資金の減少

要因があった一方、減価償却費及び償却費、短期借入金の増加等の資金の増加要因によって116億84百万円(前年同

四半期比91億59百万円増)となりました。
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(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果支出した資金は、32億39百万円(前年同四半期は27億40百万円の稼得)となりました。これは主

に、税引前四半期損失の計上や、営業債権及びその他の債権が増加したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べ５億42百万円(17.0％)減少の26億45百万円となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ42億99百万円(750.2％)増加の48億72百万円となりまし

た。これは主に、短期借入金の増加によるものであります。

（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月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により業績予想の合理的かつ具体

的な算定が困難であることから未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報に基づき算定し、次のとおり公表

しております。

2021年３月期 通期連結業績予想数値（2020年４月１日～2021年３月31日）

売上収益
(百万円)

営業利益
(百万円)

税引前利益
(百万円)

親会社の所有者
に帰属する当期

利益
(百万円)

基本的
１株当たり
当期利益
(円)

前回発表予想 (Ａ) ― ― ― ― ―

今回修正予想 (Ｂ) 165,000 300 △500 △1,400 △49.90

増減額 (Ｂ－Ａ) ― ― ― ― ―

増減率 (％) ― ― ― ― ―

(ご参考)前期実績
(2020年３月期)

182,659 3,594 2,657 1,223 43.45

2021年３月期は、新型コロナウイルスの影響により中国を除く地域で自動車フレームの販売が前期に比べて大幅に

減少することを見込み、それらを踏まえた2021年３月期の連結業績予想は売上収益1,650億円(前期比9.7％減)、営業

利益３億円(同91.7％減)、税引前損失５億円(前期は税引前利益26億57百万円)、親会社の所有者に帰属する当期損失

14億円(前期は親会社の所有者に帰属する当期利益12億23百万円)と算定しております。なお、為替レートは105円/ド

ルを前提としております。

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において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、実際の業績は、新型コロナウイルスの収束時期等、様々な要因により変動する可能性があります。
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２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

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

流動資産

現金及び現金同等物 12,704 11,684

営業債権及びその他の債権 21,272 25,615

棚卸資産 21,326 22,286

その他の金融資産 2,773 2,482

その他の流動資産 2,495 2,527

流動資産合計 60,572 64,597

非流動資産

有形固定資産 80,639 80,611

無形資産 914 1,006

投資不動産 2,323 2,323

持分法で会計処理されている投資 4,339 4,016

退職給付に係る資産 319 912

その他の金融資産 5,185 5,115

繰延税金資産 574 603

その他の非流動資産 304 331

非流動資産合計 94,600 94,920

資産合計 155,173 159,517
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(単位：百万円)

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)

負債及び資本

流動負債

営業債務 15,718 15,435

借入金 31,239 38,615

未払法人所得税等 248 261

その他の金融負債 3,387 3,951

その他の流動負債 6,663 7,175

流動負債合計 57,256 65,439

非流動負債

借入金 22,978 20,992

退職給付に係る負債 8,939 8,458

その他の金融負債 1,537 1,504

繰延税金負債 879 1,116

その他の非流動負債 309 270

非流動負債合計 34,644 32,343

負債合計 91,900 97,782

資本

資本金 4,366 4,366

資本剰余金 13,054 13,054

利益剰余金 47,564 44,874

自己株式 △253 △253

その他の資本の構成要素 △6,785 △5,096

親会社の所有者に帰属する
持分合計

57,946 56,945

非支配持分 5,326 4,788

資本合計 63,272 61,734

負債及び資本合計 155,173 159,517
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

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)

売上収益 47,113 28,493

売上原価 △41,969 △27,865

売上総利益 5,144 627

販売費及び一般管理費 △3,966 △3,232

その他の収益 153 89

その他の費用 △46 △12

営業利益(△は損失) 1,284 △2,527

金融収益 53 67

金融費用 △349 △234

持分法による投資利益(△は損失) 134 △117

税引前四半期利益(△は損失) 1,122 △2,811

法人所得税費用 △384 △334

四半期利益(△は損失) 738 △3,146

四半期利益(△は損失)の帰属

親会社の所有者 743 △2,325

非支配持分 △5 △821

四半期利益(△は損失) 738 △3,146

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益(△は損失)
(円)

26.38 △82.88

希薄化後１株当たり四半期利益(△は損
失)
(円)

26.20 △81.89
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要約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：百万円)

　
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)

四半期利益(△は損失) 738 △3,146

その他の包括利益

純損益に振替えられることのない項目

確定給付制度の再測定 412 1,117

資本性金融商品の公正価値測定 △192 319

項目合計 219 1,436

純損益にその後に振替えられる可能性の
ある項目

在外営業活動体の換算差額 △1,519 569

持分法によるその他の包括利益 △187 △32

項目合計 △1,707 536

税引後その他の包括利益 △1,487 1,973

四半期包括利益合計 △749 △1,173

四半期包括利益合計額の帰属

親会社の所有者 △653 △635

非支配持分 △95 △537

四半期包括利益合計 △749 △1,173
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

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)

(単位：百万円)

その他の資本の構成要素

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

確定給付制
度の再測定

資本性金融
商品の公正
価値測定

在外営業活
動体の換算

差額
合計

期首残高 4,366 13,054 47,083 △139 △1,704 475 △139 △1,367

会計方針の変更による
累積的影響額

― ― △9 ― ― ― ― ―

会計方針の変更を反映した
当期首残高

4,366 13,054 47,073 △139 △1,704 475 △139 △1,367

四半期利益 ― ― 743 ― ― ― ― ―

その他の包括利益 ― ― ― ― 264 △192 △1,469 △1,397

四半期包括利益合計 ― ― 743 ― 264 △192 △1,469 △1,397

配当金 ― ― △366 ― ― ― ― ―

所有者との取引額合計 ― ― △366 ― ― ― ― ―

四半期末残高 4,366 13,054 47,451 △139 △1,440 283 △1,608 △2,765

親会社の所有
者に帰属する
持分合計

非支配
持分

資本
合計

期首残高 62,996 6,967 69,964

会計方針の変更による
累積的影響額

△9 0 △9

会計方針の変更を反映した
当期首残高

62,987 6,967 69,955

四半期利益 743 △5 738

その他の包括利益 △1,397 △89 △1,487

四半期包括利益合計 △653 △95 △749

配当金 △366 ― △366

所有者との取引額合計 △366 ― △366

四半期末残高 61,967 6,872 68,839
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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)

(単位：百万円)

その他の資本の構成要素

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

確定給付制
度の再測定

資本性金融
商品の公正
価値測定

在外営業活
動体の換算

差額
合計

期首残高 4,366 13,054 47,564 △253 △3,668 △80 △3,036 △6,785

四半期利益(△は損失) ― ― △2,325 ― ― ― ― ―

その他の包括利益 ― ― ― ― 901 319 469 1,689

四半期包括利益合計 ― ― △2,325 ― 901 319 469 1,689

配当金 ― ― △364 ― ― ― ― ―

所有者との取引額合計 ― ― △364 ― ― ― ― ―

四半期末残高 4,366 13,054 44,874 △253 △2,767 238 △2,567 △5,096

親会社の所有
者に帰属する
持分合計

非支配
持分

資本
合計

期首残高 57,946 5,326 63,272

四半期利益(△は損失) △2,325 △821 △3,146

その他の包括利益 1,689 283 1,973

四半期包括利益合計 △635 △537 △1,173

配当金 △364 ― △364

所有者との取引額合計 △364 ― △364

四半期末残高 56,945 4,788 61,734
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

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

税引前四半期利益(△は損失) 1,122 △2,811

減価償却費及び償却費 4,022 3,501

金融収益 △46 △51

金融費用 223 233

持分法による投資損益(△は益) △134 117

有形固定資産売却損益(△は益) △51 △0

有形固定資産廃棄損 33 3

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) 183 △4,192

棚卸資産の増減(△は増加) △2,376 △942

営業債務の増減(△は減少) △151 △371

退職後給付に係る負債の増減(△は減少) △14 △179

その他 389 1,886

小計 3,200 △2,805

利息の受取額 9 14

配当金の受取額 93 146

利息の支払額 △223 △212

法人所得税の支払額 △339 △382

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,740 △3,239

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 △3,313 △2,696

有形固定資産の売却による収入 152 40

無形資産の取得による支出 △11 △9

その他の金融資産の取得による支出 △16 △16

その他 1 36

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,187 △2,645

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) 4,047 8,138

長期借入れによる収入 1,181 227

長期借入金の返済による支出 △4,110 △2,932

リース負債の返済による支出 △179 △196

配当金の支払額 △366 △364

財務活動によるキャッシュ・フロー 573 4,872

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39 △7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 86 △1,020

現金及び現金同等物の期首残高 2,438 12,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,525 11,684

決算短信（宝印刷） 2020年08月05日 09時50分 12ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



㈱エイチワン(5989) 2021年３月期 第１四半期決算短信

- 11 -

（５）要約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。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更)

　要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用

した会計方針と同一であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。

(セグメント情報等)

　セグメント情報

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)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 連結

日本 北米 中国
アジア・
大洋州

合計

売上収益

外部顧客に対する売上収益 10,900 19,977 10,531 5,704 47,113 ― 47,113

セグメント間の内部売上収益 2,515 161 251 32 2,960 △2,960 ―

計 13,416 20,138 10,782 5,736 50,074 △2,960 47,113

セグメント利益又は損失(△)
(税引前四半期利益(△は損失))

561 270 828 △353 1,306 △183 1,122

(注) １．セグメント間の内部売上収益は、総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定した取引価格に基づいております。

２．売上収益の調整額は、セグメント間の内部売上収益消去額であります。また、セグメント利益又は損失(△)

の調整額は、セグメント間の内部利益消去額であります。

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)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 連結

日本 北米 中国
アジア・
大洋州

合計

売上収益

外部顧客に対する売上収益 8,326 7,164 11,327 1,674 28,493 ― 28,493

セグメント間の内部売上収益 1,560 139 39 20 1,760 △1,760 ―

計 9,887 7,304 11,367 1,694 30,254 △1,760 28,493

セグメント利益又は損失(△)
(税引前四半期利益(△は損失))

△347 △1,974 673 △958 △2,607 △203 △2,811

(注) １．セグメント間の内部売上収益は、総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定した取引価格に基づいております。

２．売上収益の調整額は、セグメント間の内部売上収益消去額であります。また、セグメント利益又は損失(△)

の調整額は、セグメント間の内部利益消去額であります。

決算短信（宝印刷） 2020年08月05日 09時50分 13ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）


