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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 73,605 △34.5 △1,665 － △2,296 － △3,345 －

2020年３月期第２四半期 112,355 △2.6 2,129 △28.9 1,515 △41.0 △127 －

(注)包括利益 2021年３月期第２四半期 △4,316百万円( －％)2020年３月期第２四半期 △882百万円( －％)

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 △179.38 －

2020年３月期第２四半期 △6.82 －

(注)2021年３月期第２四半期より「役員向け株式給付信託」を通じて当社の株式を取得しており、当該信託が保有する
当社株式を「１株当たり四半期純利益」の算定上、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。

（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 130,147 48,831 27.8

2020年３月期 134,038 54,292 29.9

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 36,214百万円 2020年３月期 40,136百万円

(注)2021年３月期第２四半期より「役員向け株式給付信託」を通じて当社の株式を取得しており、当該信託が保有する
当社株式は、四半期連結貸借対照表において自己株式として計上しております。

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 － 10.00 － 10.00 20.00

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 184,000 △15.9 2,400 △41.3 1,900 △31.3 △800 － △42.89

(注)１. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

２．2021年３月期第２四半期より「役員向け株式給付信託」を通じて当社の株式を取得しており、当該信託が保有
する当社株式を「１株当たり当期純利益」の算定上、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。



※ 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７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）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）」をご覧下さい。

（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 18,712,244株 2020年３月期 18,712,244株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 128,901株 2020年３月期 33,801株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 18,652,439株 2020年３月期２Ｑ 18,678,443株

(注)１．期末自己株式には、「役員向け株式給付信託」により当該信託が保有する当社株式（当第２四半期累計
期間95,100株）を加算しております。

２．期中平均株式数(四半期累計)は、自己名義所有株式分を控除する他、「役員向け株式給付信託」により
当該信託が保有する当社株式(当第２四半期累計期間26,004株）を控除して算定しております。

※ 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

（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、その達成を約束する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仮定等につきましては、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」をご覧下さい。
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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症の影響が長期化し依然として厳しい

状況で推移しました。経済活動の再開が段階的に進められ、一部では回復の動きが見られましたが、感染再拡大が

懸念され総じて先行き不透明な状況が続きました。

自動車業界においては、中国では正常化がいち早く進みましたが、その他の地域では持ち直しの動きは見られる

ものの、回復のスピードは遅く力強さに欠けました。

こうした事業環境において当社グループは、本年４月より第14次中期計画をスタートさせました。「Back to

Basics」「Challenge for New」との基本方針は継続しながら、「限界突破！世界中のお客様へこだわりのBest

Oneを」とのグローバル方針を定めました。各地域の拠点では、新型コロナウイルスの感染予防に努めながら、こ

のグローバル方針の下、お客さまに対して新たな価値を提供すべく活動し、受注拡大に努めてまいりました。その

結果、日本において新規受注案件の獲得に繋げることができました。また、現在の厳しい企業環境に対処すべく、

投資の最少化、各種改善活動、前例にとらわれない経費の削減など、限界突破を目指して取り組んでおります。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は73,605百万円(前年同期比34.5％減)、営業損失は

1,665百万円(昨年同期は営業利益2,129百万円)、経常損失は2,296百万円(前年同期は経常利益1,515百万円)、親会

社株主に帰属する四半期純損失は3,345百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失127百万円)となりま

した。

セグメントの業績は次のとおりであります。

(日本)

主要得意先からの受注台数は当第２四半期連結会計期間に入って回復基調ではあるものの、第１四半期連結会

計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う大幅な減少により、売上高は9,306百万円(前年同期比

34.4％減)、営業損失は1,184百万円(前年同期は営業損失432百万円)となりました。

(北米)

主要得意先からの受注台数は当第２四半期連結会計期間に入って回復基調ではあるものの、第１四半期連結会

計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う大幅な減少により、売上高は45,200百万円(前年同期比

34.5％減)、営業損失は1,315百万円(前年同期は営業利益395百万円)となりました。

(アジア)

主要得意先からの受注台数は当第２四半期連結会計期間に入って急速に回復基調ではあるものの、第１四半期

連結会計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う大幅な減少により、売上高は19,099百万円(前年同

期比34.5％減)、営業利益は723百万円(前年同期比62.5％減)となりました。

（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総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、機械装置及び運搬具等の

減少により、前連結会計年度末に比べ3,891百万円減少し、130,147百万円となりました。

負債は、支払手形及び買掛金、短期借入金等の増加により、前連結会計年度末に比べ1,569百万円増加し、

81,315百万円となりました。

純資産は、利益剰余金等の減少により、前連結会計年度末に比べ5,460百万円減少し、48,831百万円となりまし

た。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2020年８月６日付で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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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 8,879 5,377

受取手形及び売掛金 27,955 26,356

商品及び製品 6,389 7,330

仕掛品 4,026 4,263

原材料及び貯蔵品 8,677 8,840

その他 3,027 3,013

貸倒引当金 － △9

流動資産合計 58,956 55,172

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,205 15,685

機械装置及び運搬具（純額） 32,450 29,911

建設仮勘定 6,750 10,398

その他（純額） 11,308 10,788

有形固定資産合計 66,714 66,784

無形固定資産 363 340

投資その他の資産

投資有価証券 5,960 5,940

その他 2,044 1,909

投資その他の資産合計 8,004 7,850

固定資産合計 75,081 74,975

資産合計 134,038 130,147

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,427 17,902

短期借入金 20,395 24,702

1年内返済予定の長期借入金 9,740 9,090

未払法人税等 500 321

役員賞与引当金 77 13

その他 7,271 7,515

流動負債合計 55,412 59,546

固定負債

長期借入金 19,146 16,654

役員退職慰労引当金 126 52

退職給付に係る負債 1,050 957

負ののれん 50 47

その他 3,958 4,056

固定負債合計 24,333 21,769

負債合計 79,745 81,315
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 6,790 6,790

資本剰余金 7,230 7,236

利益剰余金 27,912 24,366

自己株式 △18 △64

株主資本合計 41,914 38,328

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 174 179

為替換算調整勘定 △1,657 △2,093

退職給付に係る調整累計額 △295 △199

その他の包括利益累計額合計 △1,778 △2,113

非支配株主持分 14,156 12,616

純資産合計 54,292 48,831

負債純資産合計 134,038 130,147
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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)

売上高 112,355 73,605

売上原価 102,117 68,600

売上総利益 10,237 5,004

販売費及び一般管理費 8,108 6,670

営業利益又は営業損失（△） 2,129 △1,665

営業外収益

受取利息 38 33

受取配当金 29 22

持分法による投資利益 77 －

その他 85 124

営業外収益合計 230 180

営業外費用

支払利息 554 417

持分法による投資損失 － 22

為替差損 229 356

その他 59 15

営業外費用合計 844 811

経常利益又は経常損失（△） 1,515 △2,296

特別利益

固定資産売却益 6 0

補助金収入 － 1,518

投資有価証券売却益 － 6

その他 1 －

特別利益合計 7 1,525

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 21 34

新型コロナウイルス感染症による損失 － 2,505

特別損失合計 22 2,540

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（△）

1,501 △3,311

法人税、住民税及び事業税 1,091 611

法人税等調整額 312 34

法人税等合計 1,403 646

四半期純利益又は四半期純損失（△） 97 △3,957

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △127 △3,345

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（△）

224 △611

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △50 12

為替換算調整勘定 △985 △478

退職給付に係る調整額 74 93

持分法適用会社に対する持分相当額 △17 13

その他の包括利益合計 △979 △358

四半期包括利益 △882 △4,316

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △771 △3,681

非支配株主に係る四半期包括利益 △111 △635
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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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

1,501 △3,311

減価償却費 5,471 5,075

のれん償却額 △2 △2

退職給付に係る資産・負債の増減額 40 20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 △73

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3 △64

受取利息及び受取配当金 △68 △55

支払利息 554 417

為替差損益（△は益） 80 134

持分法による投資損益（△は益） △77 22

有形固定資産売却損益（△は益） △6 △0

有形固定資産除却損 21 34

売上債権の増減額（△は増加） 2,572 1,319

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,342 △1,524

仕入債務の増減額（△は減少） △2,887 623

投資有価証券売却損益（△は益） － △6

未払費用の増減額（△は減少） △95 108

その他 526 458

小計 6,294 3,175

利息及び配当金の受取額 106 84

利息の支払額 △564 △425

法人税等の支払額 △1,187 △776

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,648 2,058

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 △4,983 △5,138

有形固定資産の売却による収入 58 8

無形固定資産の取得による支出 △32 △55

投資有価証券の取得による支出 △45 △16

投資有価証券の売却による収入 － 10

その他 0 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,002 △5,172

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） 4,585 4,491

長期借入れによる収入 2,294 2,050

長期借入金の返済による支出 △7,277 △5,074

自己株式の取得による支出 － △45

配当金の支払額 △187 △200

割賦債務の返済による支出 △155 △129

非支配株主への配当金の支払額 △699 △815

リース債務の返済による支出 △416 △332

その他 － △83

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,856 △138

現金及び現金同等物に係る換算差額 △159 △250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,369 △3,502

現金及び現金同等物の期首残高 7,191 8,879

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,822 5,377
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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）

一部の連結子会社における四半期連結財務諸表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(損失)に

該当見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルスの感染症の影響に関する会計上

の見積りの仮定については、重要な変更はありません。

なお、当第２四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症拡大に関連して、政府からの助成金1,518

百万円を特別利益に、政府要請等による操業停止・縮小下で発生した固定費等2,505百万円を特別損失に計上してお

ります。
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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

合計

日本 北米 アジア

売上高

外部顧客への売上高 14,194 68,992 29,167 112,355

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

5,196 730 1,367 7,295

計 19,391 69,723 30,535 119,650

セグメント利益又は損失（△） △432 395 1,928 1,890

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及び包括利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：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,890

セグメント間取引消去 238

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 2,129

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

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の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

合計

日本 北米 アジア

売上高

外部顧客への売上高 9,306 45,200 19,099 73,605

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

4,435 664 1,257 6,358

計 13,742 45,864 20,356 79,963

セグメント利益又は損失（△） △1,184 △1,315 723 △1,776

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及び包括利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：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △1,776

セグメント間取引消去 111

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失（△） △1,665

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

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。


