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本日の内容

2021年3月期 第1四半期 連結損益状況

2021年3月期 第1四半期 セグメント別実績

2021年3月期 第1四半期 営業外及び特別損益等

2021年3月期 第1四半期 営業利益分析

2021年3月期 第1四半期 連結財務状況：対前期末

2021年3月期 第1四半期 連結キャッシュ・フローの状況
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➢売 上 高：新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、日本、中国、
アジアを中心に、▲10,293百万円大幅減収。

➢営 業 利 益：固定費等を抑制したものの、大幅減収をカバーできず
▲983百万円の営業損失。

➢経 常 利 益：営業利益の減益に伴い▲1,118百万円の経常損失。

➢純 利 益：投資有価証券売却益（1,233百万円）および保険金
受取（202百万円）により、損失幅は縮小するも、
▲133百万円の純損失。

2021年3月期 第1四半期 連結損益状況

2021年3月期 第1四半期業績概要（対前年同期比） 為替レート

ドル 110.2 108.9 ▲1%

ユーロ 125.2 120.1 ▲4%

メキシコペソ 5.7 5.5 ▲4%

人民元 16.3 15.6 ▲4%

インドルピー 1.6 1.4 ▲10%

タイバーツ 3.5 3.5 -

ロシアルーブル 1.7 1.7 ▲2%

ブラジルレアル 29.3 24.6 ▲16%

損益換算レート

（単位：円）

2020年3月期

第1四半期

平均レート

2021年3月期

第1四半期

平均レート

変動率

増減額

(百万円)

増減率

(%)

売上高           36,165 100.0           25,873 100.0           ▲10,293 ▲ 28.5

営業利益             1,574 4.4             ▲983 ▲ 3.8             ▲2,557 -

経常利益             1,262 3.5          ▲1,118 ▲ 4.3             ▲2,380 -

親会社株主に帰属する

四半期純利益
               364 1.0             ▲133 ▲ 0.5                ▲497 -

2020年3月期

第1四半期 実績
2021年3月期　第1四半期 実績

金額

(百万円)

売上高比

(%)

金額

(百万円)

売上高比

(%)

対前年同期
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➢日本【減収・減益】 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う顧客の操業停止による大幅減収減益。

➢北南米【減収・減益】 新型コロナウイルスの影響による一時生産停止に加え、ブラジル子会社等での為替変動に伴う材料費率悪化により、減益。

➢欧州【減収・減益】 新規立上げに伴うコストの減少と人件費の削減効果が現れた一方、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いイギリス子会社の
操業停止が継続したこと等により、減収減益。

➢中国【減収・減益】 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い一時生産を停止した影響により減収減益。

➢アジア【減収・減益】 インド子会社の新型コロナウイルスに伴う生産停止の影響等により、減収減益。

2021年3月期 第1四半期の地域別業績のトピックス （対前年同期比）

2021年3月期 第1四半期 セグメント別実績

2021年3月期

第1四半期

2021年3月期

第1四半期
実績

（百万円）

実績

（百万円）

実績

（百万円）

実績

（百万円）

実績

（百万円）

実績

（百万円）

日本 13,612 7,338 ▲6,274 582 ▲1,271 ▲1,853 

北南米 11,259 9,586 ▲1,673 369 281 ▲88 

欧州 6,364 5,782 ▲582 20 ▲24 ▲45 

中国 4,426 2,870 ▲1,556 57 ▲68 ▲124 

アジア 5,912 3,824 ▲2,088 622 260 ▲363 

連結調整 ▲5,407 ▲3,526 +1,881 ▲77 ▲160 ▲84 

合計 36,165 25,873 ▲10,293 1,574 ▲983 ▲2,557 

売上高 営業利益

2020年3月期

第1四半期

対前年同期

増減

2020年3月期

第1四半期

対前年同期

増減
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2021年3月期 第1四半期 営業外及び特別損益等
（増減額の符号は対利益符号）

2020年3月期

第1四半期 実績

増減額

(百万円)

増減率

(%)

           1,574            ▲983 ▲ 2,557 -

営業外収益               188               321 + 134 - 雑収入　＋90

営業外費用               499               456 + 43 -

           1,262         ▲1,118 ▲ 2,380 -

                  6            1,455 + 1,449 -
投資有価証券売却益　＋1,233

火災保険金　＋202

              319                 17 + 302 -
減損損失の減少　＋302

（前年同期：日本▲164、欧州▲138）

              950               320 ▲ 630 ▲ 66.3

              342               295 + 47 -

              244               158 + 85 -

              364            ▲133 ▲ 497 -

特別利益

2021年3月期　第1四半期 実績

金額

（百万円)

対前年同期

営業外

損益

経常利益

主な増減要因

(金額は百万円)
連　結

金額

（百万円)

営業利益

親会社株主に帰属する

四半期純利益

非支配株主利益

法人税等

税引前四半期純利益

特別損失
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（単位：百万円）

2021年3月期 第1四半期 営業利益分析

注：付加価値（売上増）＝連結全体の売上増（為替補正後） ×前期付加価値率（為替補正後）

2020年3月期
第1四半期実績

2021年3月期
第1四半期実績

新型コロナウイルスの感染拡大
による生産停止等の影響により
各地域で減収

新型コロナウイルス感染拡大によ
る生産活動の大幅な低下により
生産費（消耗品、電気代、輸送
費等）減少

対前年同期

▲2,557

新型コロナウイルス感染拡大に伴う生産減に対応し固定費削減に努めたものの、大幅
減収をカバーできず前年同期比で大幅減益となった。

各地：大幅減収に合わせ、休業、
一時解雇や雇用助成金申請等に
より人件費減少
欧州：リストラ等抜本的施策の効
果に加え、新規立上げに伴う人件
費も減少
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2021年3月期 第1四半期 連結財務状況：対前期末

・手持ちキャッシュ：月商の1.6ケ月分
・流動比率：131.1％⇒136.5％、当座比率：83.7％⇒77.6％
・有利子負債：333億円⇒298億円、D/E：0.98⇒0.99、ネットD/E：0.51⇒0.53
・純資産比率（対総資産）：35.9％⇒36.1％へ改善

流動資産     53,802 56.9     46,061 55.4 ▲ 7,741

固定資産     40,796 43.1     37,120 44.6 ▲ 3,676

    94,598 100.0     83,181 100.0 ▲ 11,417

流動負債     41,042 43.4     33,747 40.6 ▲ 7,295

固定負債     19,584 20.7     19,394 23.3 ▲ 191

    60,626 64.1     53,141 63.9 ▲ 7,485

    33,972 35.9     30,040 36.1 ▲ 3,932

　　純資産　:　　　　 　▲3,932　減少

　　⑦ 利益剰余金▲479

　　⑧ 為替換算調整▲2,323

　　⑨ 非支配株主持分▲1,128

    94,598 100.0     83,181 100.0 ▲ 11,417

構成比

（％）

対前期末増減額

(百万円)

主な増減要因

（金額は百万円）

2021年3月期 第1四半期

連　　結

2020年3月期末

実績

(百万円)

構成比

（％）

金　額

(百万円)

負債純資産合計

    総資産　:     　　▲11,417　減少

　

　　① 現預金▲2,067

　　　（新型コロナウイルスの感染拡大に伴う減収影響）

　　② 受取手形及び売掛金▲6,039

　　　（新型コロナウイルスの感染拡大に伴う減収影響）

　　③ 投資有価証券▲1,695

　　　（上場株式売却影響）資産合計

　　負債総額　:　　　▲7,485　減少

　　④ 支払手形及び買掛金、電子記録債務▲3,816

　　　（新型コロナウイルスに伴うシャットダウンにより材料等購入減）

　　⑤ 短期借入金▲3,721（有利子負債の圧縮）

　　⑥ 未払税金▲1,089（税金の支払）負債合計

純資産合計
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設備投資/減価償却の状況

2020年3月期 連結キャッシュ・フローの状況 （単位：百万円）

（単位：百万円）

2021年3月期 第1四半期 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動
+1,034

投資活動
+2,411

財務活動
▲5,512＊

・設備投資による支出：
▲510

・有価証券売却収入：
＋2,876

現金及び現金同等物
2021年3月期

第1四半期末残高

現金及び現金同等物
2020年3月期末残高

＊現金及び現金同等物に係る換算差額（▲913百万円）を財務活動に含めております。

15,917
13,850

・税前利益・減価償却・運転資
本の増減等 ：+1,713

・法人税の支払 : ▲893
・保険金の受取 : ＋202

・有利子負債の増減：▲3,175
・配当金の支払 ： ▲346
・非支配株主への

配当金の支払 ： ▲973

実績 対前年同期

設備投資額                           2,159                            510 ▲ 1,649

減価償却費                           1,294                         1,263 ▲ 32

2020年3月期

第1四半期

2021年3月期 第1四半期



Copyright © 2020 Sanoh Industrial Co., Ltd. 8

このプレゼンテーションで述べられている三櫻工業株式会社の

業績予想、計画、事業展開等に関しましては、本資料の発表日現

在において入手可能な情報に基づき判断したものです。

マクロ経済や当社の関連する業界の動向、新たな技術の進展等

によっては、大きく変化する可能性があります。

従いまして、実際の業績等が本プレゼンテーションと異なるリ

スクや不確実性がありますことをご了承下さい。また、大きな変

更がある場合は、その都度発表していく所存です。

資料取扱い上のご注意


