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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 15,069 △24.9 173 △92.7 76 △96.7 8 △99.5

2020年3月期第2四半期 20,064 △7.8 2,381 △35.2 2,359 △41.5 1,670 △43.7

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　△88百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　△170百万円 （―％）

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 0.35 ―

2020年3月期第2四半期 70.88 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期第2四半期 58,192 50,248 85.8 2,117.86

2020年3月期 60,638 51,519 84.4 2,172.66

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 49,911百万円 2020年3月期 51,202百万円

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 ― 50.00 50.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 40.00 40.00

（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 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 34,500 △12.9 2,700 △41.7 2,600 △44.3 1,800 △45.2 76.38

（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（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 ： 有

（注）詳細は、添付資料P.8「２．（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 24,583,698 株 2020年3月期 24,583,698 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 1,016,877 株 2020年3月期 1,017,024 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 23,566,662 株 2020年3月期2Q 23,566,671 株

（注）期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」が保有する当社自己株式（2021年３月期２Q　106,738株、2020年３月期　106,940株）が含まれております。

　　　また、「役員報酬BIP信託」が保有する当社自己株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

※ 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、当社が現在入手可能な情報に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる

場合があります。

（決算補足説明資料の入手方法）

　四半期決算補足説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。
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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、第１四半期の新型コロナウイルスの世界的流行の影響による停

滞期から、第２四半期に入り、一部地域での感染再拡大による先行きの不透明さは残しつつも予想を上回る回復傾

向へと推移しました。

欧米、日本地域では概ね４月を底にして回復し、自動車業界においても生産活動の再開により持ち直しの動きが

見られました。一方、中国では、新型コロナウイルス流行の早期ピークアウトにより回復も早く、購入への規制緩

和や補助金の継続などが奏功し、自動車販売台数は前年同期を上回りました。

このような事業環境の下、当社グループの販売は前年同期比では減少したものの、第２四半期の売上高は第１四

半期比で約60%増加し、新型コロナウイルス感染拡大による世界的な生産・消費の停滞局面から回復局面と向かいま

した。

主力である車載市場の販売は、新型コロナウイルス感染拡大により、米国や欧州を中心とした主要地域において

第１四半期に販売先の生産活動停止や販売低迷の影響を受け、前年同期比で減少しました。インフォテインメント

分野では、コックピット化やコネクティッド対応等の将来の変化を見据えた新たな開発を進めておりますが、自動

車販売台数の大幅な減少及び自動車１台あたりのコネクタの搭載数量の減少の影響もあり、販売が減少しました。

セーフティ分野では、安全系のADAS（先進運転支援システム）向けに注力しておりますが、第１四半期での欧米地

域での生産停止の影響を受け、前年同期比で販売が減少しました。インフォテインメント分野、セーフティ分野と

も当第２四半期連結累計期間における売上高は、前年同期比では減少していますが、第２四半期は第１四半期比で

増加しており、特にセーフティ分野は約２倍近く増加と回復傾向にあります。一方、パワートレイン分野では、環

境対応車の普及に伴い、世界的に市況が低迷している環境下においてもバッテリー関連や外部給電用のインバータ

ー向けが好調で前年同期比で販売が約50%増加しました。コンシューマー市場においては、ゲーム機向けやテレビ向

けで販売が増加し、前年同期比でほぼ横ばいとなりました。インダストリアル市場は、新型コロナウイルス感染拡

大の影響により、欧米企業でのFA関連機器の生産停止に伴い、日系企業への注文が増加し、その生産増により当社

製品の需要が高まり、前年同期比で増収となりました。

以上の結果、売上高は、前年同期比24.9％減の150億６千９百万円となりました。利益面では、売上の減少や金価

格の高騰の影響があったものの、徹底したコスト削減活動により営業利益は前年同期比92.7%減の１億７千３百万

円、経常利益は為替差損が１億２千万円発生したこともあり、同96.7％減の７千６百万円、親会社株主に帰属する

四半期純利益は同99.5％減の８百万円となりましたが、黒字を確保いたしました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、24億４千５百万円減少し、581億９千２百万

円となりました。この主な要因は、現金及び預金が12億４千７百万円、受取手形及び売掛金が４億９千３百万円、

有形固定資産が２億８千６百万円減少したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ、11億７千４百万円減少し、79億４千３百万円となりました。この主な要因は、

支払手形及び買掛金が５億２千６百万円、未払金が５億８千万円減少したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ、12億７千万円減少し、502億４千８百万円となりました。この主な要因は、

剰余金の配当11億８千３百万円等により、利益剰余金が11億７千５百万円減少したこと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

連結業績予想につきましては、2020年５月11日に公表いたしました通期業績予想の修正を行っております。

具体的な内容につきましては、本日（2020年11月５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
(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 13,819 12,571

受取手形及び売掛金 10,104 9,610

商品及び製品 4,579 4,395

仕掛品 27 35

原材料及び貯蔵品 2,237 2,065

その他 1,674 1,505

貸倒引当金 △47 △47

流動資産合計 32,395 30,137

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,571 7,596

減価償却累計額 △3,028 △3,177

建物及び構築物（純額） 4,543 4,418

機械装置及び運搬具 26,782 27,961

減価償却累計額 △13,922 △14,851

機械装置及び運搬具（純額） 12,859 13,109

工具、器具及び備品 15,005 15,401

減価償却累計額 △11,610 △12,084

工具、器具及び備品（純額） 3,395 3,316

土地 1,732 1,737

建設仮勘定 3,680 3,342

有形固定資産合計 26,211 25,925

無形固定資産

ソフトウエア 272 279

その他 22 10

無形固定資産合計 295 289

投資その他の資産

投資有価証券 595 602

繰延税金資産 702 793

その他 496 500

貸倒引当金 △58 △55

投資その他の資産合計 1,735 1,840

固定資産合計 28,242 28,055

資産合計 60,638 58,192
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(単位：百万円)

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 3,245 2,718

短期借入金 358 372

1年内返済予定の長期借入金 56 37

未払法人税等 355 191

賞与引当金 467 516

その他 3,444 2,893

流動負債合計 7,928 6,731

固定負債

長期借入金 9 －

退職給付に係る負債 529 540

役員株式給付引当金 8 6

その他 643 665

固定負債合計 1,190 1,212

負債合計 9,118 7,943

純資産の部

株主資本

資本金 5,640 5,640

資本剰余金 8,744 8,744

利益剰余金 37,829 36,653

自己株式 △995 △994

株主資本合計 51,217 50,043

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4 11

為替換算調整勘定 △21 △143

退職給付に係る調整累計額 1 △0

その他の包括利益累計額合計 △15 △132

非支配株主持分 317 337

純資産合計 51,519 50,248

負債純資産合計 60,638 58,192
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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：百万円)
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 20,064 15,069

売上原価 13,411 11,000

売上総利益 6,652 4,069

販売費及び一般管理費 4,271 3,895

営業利益 2,381 173

営業外収益

受取利息 32 33

受取配当金 1 1

投資有価証券売却益 12 －

補助金収入 1 30

その他 12 14

営業外収益合計 61 80

営業外費用

支払利息 12 10

為替差損 57 120

支払補償費 － 34

その他 13 11

営業外費用合計 83 177

経常利益 2,359 76

特別損失

固定資産除却損 31 45

特別損失合計 31 45

税金等調整前四半期純利益 2,328 31

法人税、住民税及び事業税 491 93

法人税等調整額 172 △90

法人税等合計 664 3

四半期純利益 1,664 28

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△6 20

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,670 8
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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：百万円)
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 1,664 28

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4 6

為替換算調整勘定 △1,823 △121

退職給付に係る調整額 △6 △1

その他の包括利益合計 △1,834 △116

四半期包括利益 △170 △88

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △167 △108

非支配株主に係る四半期包括利益 △2 20
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
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利益 2,328 31

減価償却費 2,084 2,245

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） 101 49

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 0 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 13 11

受取利息及び受取配当金 △34 △35

支払利息 12 10

為替差損益（△は益） △17 22

固定資産除却損 31 45

投資有価証券売却損益（△は益） △12 －

売上債権の増減額（△は増加） 19 511

たな卸資産の増減額（△は増加） 321 340

仕入債務の増減額（△は減少） △23 △514

その他 △229 365

小計 4,627 3,080

利息及び配当金の受取額 35 37

利息の支払額 △11 △9

法人税等の支払額 △1,904 △255

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,747 2,852

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 △3,342 △2,670

無形固定資産の取得による支出 △47 △34

その他 △1 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,391 △2,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △33 △28

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,419 △1,183

リース債務の返済による支出 △87 △83

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,539 △1,295

現金及び現金同等物に係る換算差額 △339 △84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,523 △1,247

現金及び現金同等物の期首残高 15,456 13,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,933 12,571
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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

一部の連結子会社の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。

（追加情報）

（役員報酬BIP信託に係る取引について）

　当社は、2019年３月期より当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く）

及び執行役員（国内非居住者を除く）を対象に、業績連動型の株式報酬制度として「役員報酬BIP信託」（以下

「本制度」）を導入いたしました。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 2015年３月26日）に準じております。

　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社が設定した信託（役員報酬BIP信託）が当社株式を取得し、

当該信託を通じて取締役等に、2019年３月末日に終了する事業年度から2021年３月末日に終了する事業年度ま

での３事業年度を対象として、各事業年度における業績目標の達成度及び役位に応じて付与されるポイントに

相当する当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付する制度であります。

　なお、信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用を除く）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度669百万円、106,940株、

当第２四半期連結会計期間668百万円、106,738株であります。

　また、上記役員報酬の当第２四半期連結会計期間末の負担見込額については、役員株式給付引当金として計

上しております。

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りに

ついて）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。

（表示方法の変更）

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「補助金収入」は、営業外

収益の総額の100分の20を超えたため、第１四半期連結累計期間より独立掲記することとしております。この表

示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書の組替えを行っておりま

す。

この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表

示していた14百万円は、「補助金収入」１百万円、「その他」12百万円として組み替えております。

(退職給付制度の変更）

当社は、2020年４月１日付で確定給付企業年金制度の一部を確定拠出企業年金制度へ移行しております。こ

れに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 2016年12月16日）

及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号 2007年２月７

日）を適用しております。本制度移行に伴い、損益に与える影響はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２日本 アジア 欧州 北米 計

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 4,009 8,659 3,931 3,463 20,064 ― 20,064

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

11,089 9,264 8 0 20,363 △20,363 ―

計 15,099 17,924 3,939 3,464 40,427 △20,363 20,064

セグメント利益 1,821 648 130 152 2,753 △371 2,381

(注) １．セグメント利益の「調整額」△371百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△830百万円

及びたな卸資産の調整額等458百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費及び試験研究費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２日本 アジア 欧州 北米 計

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,573 6,774 2,685 2,036 15,069 ― 15,069

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

7,056 6,791 0 0 13,849 △13,849 ―

計 10,630 13,565 2,685 2,036 28,918 △13,849 15,069

セグメント利益又は損失(△) 281 90 △24 45 392 △218 173

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の「調整額」△218百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

△764百万円及びたな卸資産の調整額等545百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費及び試験研究費であります。

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。


