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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 2,280 △28.5 △347 ― △331 ― △436 ―

2020年３月期第２四半期 3,189 △26.2 △194 ― △207 ― △188 ―

(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 △558百万円 ( ―％) 2020年３月期第２四半期 △306百万円 ( ―％)

　

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２四半期 △72.77 ―

2020年３月期第２四半期 △31.45 ―
　

（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 8,173 3,544 32.5

2020年３月期 8,287 4,103 37.8

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 2,657百万円 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 ― 0.00

　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

　

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 5,500 △13.4 △250 ― △230 ― △310 ― △51.71

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　



※ 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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 5,995,173株 2020年３月期２Ｑ 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２四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拡大の影響により景気の停滞感が鮮明

になりました。第２四半期に入り緩やかな回復の兆しがあるものの、依然として先行きは不透明な状況が続いてお

ります。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、国内の自動車販売台数は回復傾向にあるものの、前年同期

比でマイナスとなる水準で推移しており、需要が回復するには時間がかかる状況となっております。

このような状況のなか、当社グループは、事業の継続及び従業員の安全を最優先事項とし、徹底した新型コロナ

ウイルスの感染防止策を行ってまいりました。また、予算管理制度を通じた経費の削減や人員配置の適正化を含め

た固定費の削減に取り組んでおります。

以上の結果、当第２四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、2,280百万円

（前年同期比28.5％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347百万円（前

年同期は194百万円の営業損失）、経常損失331百万円（前年同期は207百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する

四半期純損失436百万円（前年同期は188百万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２四半期連結会計期間末における資産の合計は、8,173百万円（前連結会計年度末8,287百万円）となり、114百

万円減少しました。流動資産は3,867百万円となり281百万円減少し、固定資産は4,305百万円となり167百万円増加

しました。

当第２四半期連結会計期間末における負債の合計は、4,629百万円（前連結会計年度末4,184百万円）となり、444

百万円増加しました。流動負債は3,727百万円となり772百万円増加し、固定負債は901百万円となり328百万円減少

しました。

当第２四半期連結会計期間末における純資産の合計は、3,544百万円（前連結会計年度末4,103百万円）となり、

558百万円減少しました。

（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月期連結業績予想につきましては、本日、別途開示いたしました「2021年３月期通期業績予想に関する

お知らせ」をご参照ください。

　本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社グループが現時点で入手可能な情報に基づき判

断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因により予想数値と異なる

可能性があります。
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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 975,492 1,343,048

受取手形及び売掛金 880,579 785,704

電子記録債権 591,130 413,997

商品及び製品 99,275 70,921

仕掛品 424,026 397,118

原材料及び貯蔵品 757,964 529,902

未収入金 356,391 263,704

その他 64,295 63,537

流動資産合計 4,149,156 3,867,935

固定資産

有形固定資産

建物 3,045,333 3,018,355

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,889,941 △1,913,522

建物（純額） 1,155,392 1,104,832

構築物 179,988 179,988

減価償却累計額 △146,287 △147,925

構築物（純額） 33,701 32,063

機械及び装置 6,149,526 5,938,025

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,352,645 △4,448,574

機械及び装置（純額） 1,796,881 1,489,451

車両運搬具 23,686 23,240

減価償却累計額及び減損損失累計額 △17,879 △18,823

車両運搬具（純額） 5,807 4,416

工具、器具及び備品 541,366 540,308

減価償却累計額及び減損損失累計額 △444,024 △455,363

工具、器具及び備品（純額） 97,342 84,944

土地 246,986 242,984

リース資産 353,773 504,595

減価償却累計額及び減損損失累計額 △148,975 △156,626

リース資産（純額） 204,797 347,968

建設仮勘定 161,739 563,175

有形固定資産合計 3,702,647 3,869,838

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 2,346 1,975

その他 847 847

無形固定資産合計 8,087 7,715

投資その他の資産

投資有価証券 34,990 42,804

長期前払費用 1,054 357

退職給付に係る資産 264,404 272,664

繰延税金資産 28,830 29,061

その他 98,474 83,139

投資その他の資産合計 427,754 428,027

固定資産合計 4,138,488 4,305,580

資産合計 8,287,644 8,173,516
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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 331,250 259,789

短期借入金 870,000 2,251,955

1年内返済予定の長期借入金 167,972 87,839

リース債務 46,080 54,363

未払金及び未払費用 1,385,271 945,853

未払法人税等 5,344 12,598

賞与引当金 131,003 92,394

役員賞与引当金 3,606 1,749

その他 14,080 20,742

流動負債合計 2,954,608 3,727,284

固定負債

長期借入金 959,921 100,000

リース債務 187,218 702,064

長期未払金 5,970 5,970

繰延税金負債 60,115 67,917

退職給付に係る負債 16,783 26,041

固定負債合計 1,230,009 901,994

負債合計 4,184,618 4,629,279

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 1,497,337

自己株式 △1,808 △1,808

株主資本合計 3,268,589 2,832,324

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 8,106

為替換算調整勘定 △85,054 △128,885

退職給付に係る調整累計額 △52,366 △53,773

その他の包括利益累計額合計 △134,854 △174,553

非支配株主持分 969,291 886,465

純資産合計 4,103,026 3,544,237

負債純資産合計 8,287,644 8,173,516
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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 3,189,543 2,280,169

売上原価 3,027,879 2,339,881

売上総利益又は売上総損失（△） 161,663 △59,711

販売費及び一般管理費 356,562 287,647

営業損失（△） △194,898 △347,359

営業外収益

受取利息 3,199 1,499

受取配当金 3,671 1,539

助成金収入 - 40,082

その他 3,052 4,852

営業外収益合計 9,923 47,974

営業外費用

支払利息 7,250 14,411

為替差損 13,817 15,560

その他 1,171 1,710

営業外費用合計 22,239 31,682

経常損失（△） △207,214 △331,067

特別利益

固定資産売却益 282 4,136

投資有価証券売却益 2,944 -

特別利益合計 3,227 4,136

特別損失

固定資産除却損 2,299 749

投資有価証券評価損 - 276

事業構造改善費用 - 142,040

借入金繰上返済費用 - 14,441

その他 1,173 -

特別損失合計 3,473 157,507

税金等調整前四半期純損失（△） △207,460 △484,438

法人税等 8,938 8,316

四半期純損失（△） △216,399 △492,755

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △27,848 △56,490

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △188,550 △436,264
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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)

四半期純損失（△） △216,399 △492,755

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,458 5,539

為替換算調整勘定 △86,468 △70,166

退職給付に係る調整額 △7,820 △1,407

その他の包括利益合計 △89,831 △66,034

四半期包括利益 △306,230 △558,789

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △247,621 △475,963

非支配株主に係る四半期包括利益 △58,608 △82,825
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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)

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（△） △207,460 △484,438

減価償却費 176,869 184,923

有形固定資産除却損 2,299 749

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △23,422 △8,259

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,963 9,826

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,955 △38,608

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △912 △1,857

受取利息及び受取配当金 △6,871 △3,038

支払利息 7,250 14,411

為替差損益（△は益） 41 41

有形固定資産売却損益（△は益） △282 △4,136

投資有価証券売却損益（△は益） △2,944 276

事業構造改善費用 - 142,040

借入金繰上返済費用 - 14,441

売上債権の増減額（△は増加） 117,149 326,623

たな卸資産の増減額（△は増加） 44,569 266,353

仕入債務の増減額（△は減少） △24,801 △68,387

未払金の増減額（△は減少） 29,957 △508,921

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,922 42,404

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,170 21,679

小計 102,341 △93,877

利息及び配当金の受取額 6,869 3,042

利息の支払額 △7,539 △13,764

割増退職金の支払額 - △3,008

借入金繰上返済費用の支払額 - △14,441

法人税等の支払額 △768 △2,914

営業活動によるキャッシュ・フロー 100,903 △124,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 - 150,000

有形固定資産の取得による支出 △255,712 △506,974

有形固定資産の売却による収入 581 4,136

無形固定資産の取得による支出 - △23

投資有価証券の取得による支出 △125 △123

投資有価証券の売却による収入 3,410 -

投資その他の資産の増減額（△は増加） 10,448 23,459

投資活動によるキャッシュ・フロー △241,398 △329,526

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） △45,000 1,388,115

長期借入金の返済による支出 △123,394 △940,054

リース債務の増加による収入 - 565,034

リース債務の返済による支出 △21,829 △30,504

配当金の支払額 △71,958 △219

財務活動によるキャッシュ・フロー △262,181 982,371

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,719 △10,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △413,396 517,556

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 1,324,577 1,343,048
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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２四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。


