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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）

（％表示は、対前年同四半期増減率）(1) 連結経営成績（累計）

親会社株主に帰属する
売上高 営業利益 経常利益

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 18,962 △9.6 655 △32.4 1,177 △47.2 966 △47.1

2020年3月期第1四半期 20,971 △3.1 970 △33.1 2,228 △24.7 1,826 △21.8

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期 440百万円 （△75.8％） 2020年3月期第1四半期 1,818百万円 （92.5％）

潜在株式調整後1株当たり
1株当たり四半期純利益

四半期純利益
円 銭 円 銭

2021年3月期第1四半期 33.54 ―

2020年3月期第1四半期 62.61 ―

(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 128,050 104,112 80.8

2020年3月期 129,922 105,387 80.6

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 103,466百万円 2020年3月期 104,759百万円

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 ― 35.00 ― 35.00 70.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） 30.00 ― 30.00 60.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

2021年3月期の配当予想につきましては未定としておりましたが、本日（2020年8月7日）公表いたしました。詳細につきましては「2021年3月期業績予想及び配当

予想に関するお知らせ」をご覧ください。

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

親会社株主に帰属する 1株当たり当期
売上高 営業利益 経常利益

当期純利益 純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 38,000 △9.7 900 △53.3 1,500 △63.4 1,200 △64.5 41.18

通期 76,000 △9.4 2,000 △43.3 3,700 △51.0 3,100 △49.6 106.37

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

2021年3月期の連結業績予想につきましては未定としておりましたが、本日（2020年8月7日）公表いたしました。詳細につきましては「2021年3月期業績予想及び
配当予想に関するお知らせ」をご覧ください。



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 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1Q 30,272,503 株 2020年3月期 30,272,503 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 1,645,749 株 2020年3月期 1,295,749 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 28,811,370 株 2020年3月期1Q 29,174,706 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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、そ
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実施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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】P2「１.(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影響により、経済活動が大幅な制限

を受け、景気は急速に悪化しました。また、国内経済におきましても同様に、新型コロナウイルス感染症の影響を受

け、外出規制や移動の制限などにより、需要構造に大きく変化をもたらし、業界によって明暗が分かれる状況となり

ました。 

当社グループの主要需要業界におきましては、在宅増加による影響もあり、物流業界向けの需要が堅調に推移しま

したが、自動車業界向けや工作機械業界向け等の需要は大きく低下する結果となりました。 

このような環境下、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、189億６千２百万円と前年同期比20億８百万円減

(9.6%減)となりました。損益面では、コロナ対策としての各種活動の自粛や業務効率化による販管費の削減に努めま

したが、売上の減少に伴い営業利益は６億５千５百万円と、前年同期比３億１千４百万円減(32.4%減)となりました。 

また、経常利益については、自動車業界向けの需要が悪化したことにより持分法投資利益が減少し、11億７千７百

万円と前年同期比10億５千１百万円減(47.2%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は９億６千６百万円と、前年

同期比８億６千万円減(47.1%減)となりました。 

（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総資産は、前連結会計年度末と比較し18億７千１百万円減少し、1,280億５

千万円となりました。流動資産は、売上減に伴い受取手形及び売掛金や電子記録債権が減少したことにより、前連結

会計年度末と比較し、７億４千９百万円減少の663億１千２百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度末と

比較し、11億２千１百万円減少し、617億３千８百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末と比較し５億９千７百万円減少し、239億３千８百万円となりました。主な要因は、

材料購入の減少に伴い支払手形及び買掛金が減少したことによるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比較し12億７千４百万円減少し、1,041億１千２百万円となりました。主な要

因は、自己株式の取得による減少、及び為替換算調整勘定の減少によるものです。 

（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月期の通期の連結業績予想及び配当予想につきましては、未定としておりましたが、今般現時点で入手可

能な情報や予測等に基づき算定いたしました。 

詳細につきましては本日（2020年８月７日）公表いたしました「2021年３月期業績予想及び配当予想に関するお知

らせ」をご参照ください。 
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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：百万円)

前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間 
(2020年３月31日) (2020年６月30日) 

資産の部   

流動資産

現金及び預金 24,352 27,211

受取手形及び売掛金 20,480 18,532

電子記録債権 6,125 6,161

有価証券 4,500 2,500

たな卸資産 9,550 9,789

その他 2,086 2,147

貸倒引当金 △33 △29

流動資産合計 67,062 66,312

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,744 12,594

機械装置及び運搬具（純額） 6,107 5,952

工具、器具及び備品（純額） 1,036 965

土地 3,002 2,976

建設仮勘定 641 619

その他（純額） 1,290 1,238

有形固定資産合計 24,823 24,347

無形固定資産 1,359 1,294

投資その他の資産

投資有価証券 35,014 34,415

長期貸付金 20 20

退職給付に係る資産 621 648

繰延税金資産 285 305

その他 741 713

貸倒引当金 △6 △5

投資その他の資産合計 36,677 36,096

固定資産合計 62,860 61,738

資産合計 129,922 128,050

負債の部   

流動負債

支払手形及び買掛金 11,500 10,818

電子記録債務 2,791 2,794

短期借入金 29 62

未払法人税等 375 277

賞与引当金 1,041 1,713

その他 3,496 2,983

流動負債合計 19,235 18,649

固定負債

繰延税金負債 620 678

退職給付に係る負債 2,717 2,722

その他 1,961 1,887

固定負債合計 5,299 5,288

負債合計 24,535 23,938
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(単位：百万円)

前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間 
(2020年３月31日) (2020年６月30日) 

純資産の部   

株主資本

資本金 8,060 8,060

資本剰余金 6,881 6,881

利益剰余金 92,290 92,262

自己株式 △2,420 △3,141

株主資本合計 104,812 104,063

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,985 2,382

為替換算調整勘定 △1,773 △2,712

退職給付に係る調整累計額 △264 △266

その他の包括利益累計額合計 △52 △596

非支配株主持分 627 645

純資産合計 105,387 104,112

負債純資産合計 129,922 128,050 
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日 
至 2019年６月30日) 至 2020年６月30日)

売上高 20,971 18,962 

売上原価 15,792 14,275 

売上総利益 5,178 4,687 

販売費及び一般管理費 4,208 4,031 

営業利益 970 655 

営業外収益   

受取利息 25 18

受取配当金 87 87

業務受託料 45 41

持分法による投資利益 1,142 663

その他 34 33

営業外収益合計 1,335 843

営業外費用   

支払利息 13 11

業務受託費用 40 39

為替差損 16 258

その他 6 11

営業外費用合計 76 321

経常利益 2,228 1,177 

特別利益   

固定資産売却益 0 7

特別利益合計 0 7

特別損失   

固定資産売却損 0 -

固定資産除却損 2 9

その他 - 1

特別損失合計 3 10

税金等調整前四半期純利益 2,225 1,174 

法人税、住民税及び事業税 498 325 

法人税等調整額 △154 △137 

法人税等合計 343 187 

四半期純利益 1,881 986 

非支配株主に帰属する四半期純利益 55 20 

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,826 966 
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日 
至 2019年６月30日) 至 2020年６月30日)

四半期純利益 1,881 986 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △186 395

為替換算調整勘定 60 △446

退職給付に係る調整額 △9 6

持分法適用会社に対する持分相当額 72 △501

その他の包括利益合計 △63 △546

四半期包括利益 1,818 440 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,780 422

非支配株主に係る四半期包括利益 38 17
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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） 

当社は、2020年５月18日開催の取締役会決議に基づき、自己株式350,000株の取得を行いました。これにより、

当第１四半期連結累計期間において自己株式が721百万円増加しております。 

 

（重要な後発事象) 

    (関連会社の解散及び清算) 

当社の持分法適用会社であるゲイツコリアCO.,LTDは、2020年６月26日開催の同社臨時株主総会において、

解散することを決議いたしました。 

① 当該持分法適用会社の概要 

名称   ゲイツコリアCO.,LTD 

事業内容   タイミングベルト等の製造・販売 

当社出資比率   49.0％ 

② 解散の理由 

当社の持分法適用会社であるゲイツニッタベルトカンパニーLLC（当社出資比率49.0%）傘下の中国生産拠

点に、タイミングベルト等の生産を集約し競争力を高めるため。 

③ 清算の時期 

現時点において未定であります。 

④ 解散及び清算による損益への影響  

当該解散及び清算に伴い、固定資産減損損失や社員解雇費用等一時的な費用が発生することにより、第２

四半期連結会計期間以降、持分法投資利益について約16億円の減少が見込まれます。一方、ゲイツニッタベ

ルトカンパニーLLCへの生産集約により翌連結会計年度以降、持分法投資利益について年間約５億円の増加

が見込まれます。 

なお、2020年８月７日公表の2021年３月期連結業績予想には、当該影響を含めております。 

 

 (従業員持株会信託型ＥＳＯＰの再導入) 

当社は、2020年８月７日開催の取締役会において、当社グループ従業員持株会を活用し、福利厚生を拡充す

ることを目的としたインセンティブ・プランとして、「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ（以下、「本制度」とい

います。）を再導入することを決議いたしました。 

なお、本制度導入にあたって設定する信託の設定時期、期間、株式取得価額の総額等につきましては、現時

点において未定です。 

① 本制度の概要 

本制度は、「ニッタ従業員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入する全ての当社グループ従

業員を対象とするインセンティブ・プランです。 

本制度では、当社が持株会に加入する従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする信託（以下、

「持株会信託」といいます。）を設定し、持株会信託は今後の一定期間にわたり持株会が取得すると見込ま

れる数の当社株式を、借入により調達した資金で予め取得します。 

その後、持株会信託は持株会が定期的に行う当社株式の取得に際して、当社株式を持株会に売却していき

ます。持株会に対する当社株式の売却を通じて売却益相当額が累積した場合には、これを残余財産として受

益者要件を充足する従業員に対して分配します。 

なお、当社は、持株会信託が当社株式を取得するための借入に対して補償を行うため、当社株価の下落に

より、持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対して残存債務を弁済する

ことになります。 
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② 信託に残存する自社の株式 

信託に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上

の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）に基づき総額法を適用いたします。 
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