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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９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２四半期 31,518 △25.1 △845 － △462 － △573 －

2020年３月期第２四半期 42,059 5.1 1,354 31.7 1,508 3.6 936 △0.5
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 625百万円( △56.5％) 2020年３月期第２四半期 1,436百万円( △6.9％)
　

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２四半期 △91.89 －

2020年３月期第２四半期 149.53 －
　

　

（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２四半期 82,530 57,761 65.5

2020年３月期 82,236 57,535 65.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 54,067百万円 2020年３月期 53,918百万円
　

　　

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 － 50.00 － 50.00 100.00

2021年３月期 － 50.00

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
　 2021年３月期の期末配当につきましては未定であります。

　

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 72,700 △12.8 700 △74.0 1,200 △59.9 450 △72.6 72.11
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　 詳細につきましては、本日公表の「2021年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異及び通期

業績予想の修正に関するお知らせ」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２Ｑ 6,385,599株 2020年３月期 6,385,599株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 144,753株 2020年３月期 134,633株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 6,246,305株 2020年３月期２Ｑ 6,261,982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、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Ｐ．３「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２四半期連結累計期間は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、工場の操業停止や生産調整が

相次ぎ、自動車の生産および販売台数が前年に比べて大幅な落ち込みとなりました。

このような状況のなか、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高が前年同四半期

に比べ105億４千万円減収（前年同四半期比25.1％減）の315億１千８百万円となりました。

損益の状況につきましては、大幅な減収の影響により、営業損失は８億４千５百万円（前年同四半期は13億５千４

百万円の営業利益）、経常損失は４億６千２百万円となり（前年同四半期は15億８百万円の経常利益）、親会社株主

に帰属する四半期純損失は５億７千３百万円となりました（前年同四半期は９億３千６百万円の親会社株主に帰属す

る四半期純利益）。

一方で前回発表した業績予想は上回ることができました。これは、７月以降の売上高の増加およびピンチをチャン

スに変えるべくグループを挙げて取り組んで参りました総費用低減活動の成果によるものであります。

第３四半期以降も新型コロナウイルス感染症の不透明感は依然として残るものの、当社グループの主要取引先の自

動車生産台数は前年レベルに近づく見込みであり、それにあわせ売上高が増加する可能性があります。当社といたし

ましては、コロナ禍でスリム化した生産・販売体制を維持し、これまで取り組んで参りました原価低減を緩むことな

く更に押し進め、収益を拡大できるように努力して参ります。

セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、売上高はセグメント間の売上高を含んでおります。

〔日本〕

売上高246億３千８百万円（前年同四半期比24.2％減）、営業損失２千１百万円（前年同四半期は18億５百万円の

営業利益）となりました。

〔北米〕

売上高23億１千１百万円（前年同四半期比35.7％減）、営業損失３億５千２百万円（前年同四半期は２億６千８百

万円の営業損失）となりました。

〔中国〕

売上高45億１千６百万円（前年同四半期比9.0％増）、営業利益６億３千５百万円（同56.5％増）となりました。

〔アジア〕

売上高27億２千７百万円（前年同四半期比50.5％減）、営業損失４億５百万円（前年同四半期は２億４千７百万円

の営業利益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は330億１千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億５千２

百万円減少（3.4％減）いたしました。これは主に現金及び預金の減少（６億７千万円）及び電子記録債権の減少

（５億１千９百万円）によるものであります。固定資産は495億１千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億

４千６百万円増加（3.0％増）いたしました。これは主に投資有価証券の増加（13億円）と退職給付に係る資産の増

加（３億１千３百万円）及び有形固定資産の減少（１億４千８百万円）によるものであります。

この結果、総資産は825億３千万円となり、前連結会計年度末に比べ２億９千３百万円増加（0.4％増）いたしまし

た。



中央発條株式会社(5992)
2021年３月期 第２四半期決算短信

－3－

　 （負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は142億４千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億１千４

百万円減少（11.3％減）いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の減少（13億６千万円）及び未払金の減少

（５億９千１百万円）によるものであります。固定負債は105億１千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億

８千２百万円増加（21.8％増）いたしました。これは主に長期借入金の増加（18億６千５百万円）によるものであり

ます。

この結果、負債合計は、247億６千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ６千８百万円増加（0.3％増）いたし

ました。

　 （純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は577億６千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億２千

５百万円増加（0.4％増）いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加（８億６千６百万円）と為替

換算調整勘定の増加（１億５千７百万円）及び利益剰余金の減少（８億８千６百万円）によるものであります。

この結果、自己資本比率は65.5％（前連結会計年度末は65.6％）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

2021年３月期の連結業績予想につきましては、2020年７月30日に公表いたしました予想数値を修正しております。

詳細につきましては、本日公表の「2021年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異及び通期業

績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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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：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,479,883 8,809,234

受取手形及び売掛金 11,522,779 11,339,552

電子記録債権 2,750,140 2,230,856

商品及び製品 2,752,771 2,956,752

仕掛品 1,006,105 1,002,456

原材料及び貯蔵品 5,078,034 5,181,578

未収入金 614,209 454,792

その他 976,568 1,052,810

貸倒引当金 △12,996 △13,380

流動資産合計 34,167,497 33,014,652

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 29,150,386 29,278,562

減価償却累計額 △22,861,925 △23,156,283

建物及び構築物（純額） 6,288,460 6,122,278

機械装置及び運搬具 61,561,293 62,122,121

減価償却累計額 △51,549,575 △52,399,738

機械装置及び運搬具（純額） 10,011,718 9,722,383

土地 9,281,385 9,293,863

建設仮勘定 1,754,569 2,062,981

その他 10,499,306 10,620,421

減価償却累計額 △9,486,388 △9,621,287

その他（純額） 1,012,918 999,134

有形固定資産合計 28,349,052 28,200,642

無形固定資産

ソフトウエア 252,667 219,949

その他 16,958 10,817

無形固定資産合計 269,625 230,766

投資その他の資産

投資有価証券 16,300,303 17,600,553

長期前払費用 393,618 396,866

繰延税金資産 288,973 311,985

退職給付に係る資産 2,253,900 2,567,289

その他 282,020 275,510

貸倒引当金 △68,368 △67,850

投資その他の資産合計 19,450,447 21,084,354

固定資産合計 48,069,125 49,515,763

資産合計 82,236,622 82,530,416
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,629,923 7,269,215

電子記録債務 1,520,517 1,053,244

短期借入金 613,900 1,155,800

1年内返済予定の長期借入金 － 371,301

リース債務 181,844 163,537

未払金 740,924 149,835

未払費用 1,619,639 1,649,999

未払法人税等 368,746 220,725

賞与引当金 1,635,348 1,541,928

役員賞与引当金 75,776 36,343

製品保証引当金 17,987 33,406

その他 659,697 604,626

流動負債合計 16,064,306 14,249,964

固定負債

長期借入金 2,800,000 4,665,394

リース債務 201,822 187,732

繰延税金負債 3,827,026 3,984,520

役員退職慰労引当金 203,204 190,061

退職給付に係る負債 1,385,335 1,265,686

資産除去債務 128,856 130,272

その他 90,127 95,078

固定負債合計 8,636,374 10,518,744

負債合計 24,700,680 24,768,709

純資産の部

株主資本

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金 11,056,764 11,056,764

利益剰余金 25,767,393 24,880,854

自己株式 △610,760 △637,914

株主資本合計 47,050,606 46,136,913

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,998,054 9,864,854

為替換算調整勘定 △1,296,911 △1,139,221

退職給付に係る調整累計額 △833,381 △795,044

その他の包括利益累計額合計 6,867,761 7,930,588

非支配株主持分 3,617,574 3,694,205

純資産合計 57,535,942 57,761,707

負債純資産合計 82,236,622 82,530,416
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 42,059,435 31,518,530

売上原価 36,560,325 28,490,706

売上総利益 5,499,109 3,027,824

販売費及び一般管理費 4,144,488 3,873,027

営業利益又は営業損失（△） 1,354,621 △845,202

営業外収益

受取利息 9,372 4,777

受取配当金 316,976 326,948

助成金収入 12,510 354,913

その他 25,644 25,955

営業外収益合計 364,504 712,595

営業外費用

支払利息 30,464 30,917

固定資産除売却損 10,259 41,691

為替差損 155,363 140,508

その他 14,156 116,981

営業外費用合計 210,244 330,098

経常利益又は経常損失（△） 1,508,880 △462,705

特別損失

減損損失 － 59,880

特別損失合計 － 59,880

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,508,880 △522,586

法人税、住民税及び事業税 329,757 208,240

法人税等調整額 103,268 △230,123

法人税等合計 433,026 △21,882

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,075,854 △500,704

非支配株主に帰属する四半期純利益 139,519 73,287

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

936,334 △573,991
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,075,854 △500,704

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 835,678 892,397

為替換算調整勘定 △516,226 195,242

退職給付に係る調整額 40,819 38,384

その他の包括利益合計 360,271 1,126,023

四半期包括利益 1,436,125 625,319

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,409,151 488,835

非支配株主に係る四半期包括利益 26,973 136,484



中央発條株式会社(5992)
2021年３月期 第２四半期決算短信

－8－

（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）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 30,447,957 3,595,098 3,174,783 4,841,595 42,059,435

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,065,694 － 969,325 671,736 3,706,756

計 32,513,651 3,595,098 4,144,109 5,513,331 45,766,192

セグメント利益又は損失(△) 1,805,304 △268,467 405,882 247,665 2,190,384

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,190,384

未実現利益の消去等 △16,022

全社費用(注) △819,741

四半期連結損益計算書の営業利益 1,354,621

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　 該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 23,405,505 2,243,719 3,836,004 2,033,300 31,518,530

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,232,577 68,196 680,441 694,065 2,675,281

計 24,638,082 2,311,916 4,516,446 2,727,366 34,193,812

セグメント利益又は損失(△) △21,849 △352,469 635,395 △405,007 △143,930

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

損失(△) 金額

報告セグメント計 △143,930

未実現利益の消去等 △2,650

全社費用(注) △698,621

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △845,202

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

減損損失 29,048 30,832 － － 59,880
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        （金額単位：百万円、単位未満切捨て） 

（１）連結決算の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）営業利益の増減要因 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 央 発 條 株 式 会 社 
    コード番号５９９２ 
     東証・名証第１部 

（百万円）
〔売上高・営業利益〕換算為替レート

  　('20/4～'20/9)  106.32円／$

  　('19/4～'19/9)  108.67円／$

〔営業外損益〕債権債務期末評価為替レート（期末）

  　('20/3) 108.83 → ('20/9) 105.80円／$ 　 差 △3.03円（円高）

  　('19/3) 110.99 → ('19/9) 107.92円／$ 　 差 △3.07円（円高）

　

0

  差 △2.35円（円高）

31,518

42, 059

△845

1,508
(3. 6%)

936
(2. 2%)

1,354
(3. 2%)

△462

△10,540 

(△25. 1%)

△2,199

△1,971

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

△573

１9年度
第2四半期

20年度
第2四半期

19年度
第2四半期

20年度
第2四半期

19年度
第2四半期

20年度
第2四半期

19年度
第2四半期

20年度
第2四半期

△1,510

（ 百万円 ）

0

1,354

△3,300

△1,946

売
上
数
量
の
減

△646

増
益

＋1,300

減
益

△199

△845

１9年度
第2四半期

20年度
第2四半期

△2,199

※ ＋1,300 の内訳

（増益） 合理化改善 ＋1,300

　　　　　　　・労務費・スクラップの減　等

合計 ＋1,300

※　△199 の内訳

（減益） 売価変動 △150

コロナ対応費用　等 △49

合計 △199
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        （金額単位：百万円、単位未満切捨て） 

 (３）経常利益の増減要因 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）親会社株主に帰属する四半期純利益の増減要因 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（５）連結の範囲 
       連結子会社数  ２０社（海外１０社、国内１０社） 

 

（６）連結財政状態                                              (百万円) 

 当第２四半期末 前期末 増減 

総 資 産 82,530 82,236 ＋293 

純 資 産 57,761 57,535 ＋225 

自己資本比率 (％ ) 65.5 65.6 △0.1ﾎﾟｲﾝﾄ 
 

（７）製品別売上高                                              (百万円) 

 当第２四半期 前第２四半期 増減 

シ ャ シ ば ね 11,235 (35.6) 15,352 (36.5) △4,117 (△26.8) 

精 密 ば ね 8,786 (27.9) 11,149 (26.5) △2,362 (△21.2) 

ケ ー ブ ル 5,521 (17.5) 8,469 (20.1) △2,948 (△34.8) 

そ の 他 5,975 (19.0) 7,087 (16.9) △1,112 (△15.7) 

合      計 31,518 (100.0) 42,059 (100.0) △10,540 (△25.1) 
 

（８）設備投資実績（有形固定資産）                              (百万円) 

 当第２四半期 前第２四半期 前期 

設 備 投 資 額 1,418 1,554      3,659 

減 価 償 却 費 1,564 1,548      3,294 
 

（９）2021年３月期の連結業績予想                  （％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 

通期 
百万円 

 

72,700 

％ 
 

△12.8 

百万円 
 

700 

％ 
 

△74.0 

百万円 
 

1,200 

％ 
 

△59.9 

百万円 
 

450 

％ 
 

△72.6 

円 銭 
 

72.11 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
 

（１０）配当の状況                                              

 １株当たり中間配当金 １株当たり期末配当金 １株当たり年間配当金 

2021年３月期 ５０円００銭 未定 未定 

2020年３月期 ５０円００銭 ５０円００銭 １００円００銭 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
 

（ 百万円 ）

0

△462

△2,199

営
業
利
益
の
減

△691
１9年度
第2四半期

20年度
第2四半期

1,508

△1,971

＋229

（ 百万円 ）

0

△1,971

＋462 △573

経
常
利
益
の
減

△1,035１9年度
第2四半期

20年度
第2四半期

936

△1,510

※　＋462 の内訳

（増益） 税金費用の減 ＋454

（減益） 減損損失 △59

合計 ＋462

非支配株主に帰属する
　　四半期純利益の減

＋67

※　＋229　の内訳

（増益） 助成金収入の増

＋14

（減益） 固定資産除売却損の増

その他 △96

合計 ＋229

＋342

△31

為替差損益（前期△155→当期△141）


