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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 11,676 △29.1 43 △92.0 291 △48.3 181 △51.2

2020年３月期第２四半期 16,460 6.8 544 24.0 564 81.6 370 143.1
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 548百万円( 75.5％) 2020年３月期第２四半期 312百万円( 119.5％)
　

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 59.87 －

2020年３月期第２四半期 117.67 －
　　

（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 27,077 15,021 50.0

2020年３月期 28,883 14,533 45.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 13,536百万円 2020年３月期 13,173百万円
　　　

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 － 15.00 － 20.00 35.00

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
　　

2021年３月期配当予想につい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 26,300 △19.4 720 △42.4 980 △20.8 590 △29.1 195.13
(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
　　

（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
　　

（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 3,157,382株 2020年３月期 3,157,382株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 133,813株 2020年３月期 133,813株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 3,023,569株 2020年３月期２Ｑ 3,150,604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あた
っての注意事項等については、添付資料の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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、社会・経

済活動が急速に停滞したことから極めて厳しい状況となりました。緊急事態宣言解除後の足下は、個人消費や生産

に持ち直しの動きがみられるなど、一部に改善の兆しも見られますが、景気の先行きについては新型コロナウイル

ス感染症がいまだ終息の兆しは見られず、予断を許さない状況が続いております。

このような経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、自動車部門、建設機械部門

共に新型コロナウイルス感染症の影響により国内、ＡＳＥＡＮ市場の需要低迷、取引先の海外からの構成部品調達

難による生産調整の影響を受け、国内外で大幅な受注減少に見舞われ減少しました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は116億７千６百万円（前年同四半期比29.1%減）となりまし

た。部門別では、自動車部品は91億６千３百万円（前年同四半期比30.9％%減）、建設機械部品は19億６千７百万円

（前年同四半期比21.3%減）、農業機械部品は１億９千５百万円（前年同四半期比42.1%減）、その他部品は３億４

千９百万円（前年同四半期比3.1%減）となりました。

　損益面におきましては、グループを挙げての徹底した原価低減等による体質強化に努めたものの受注減少の影響

をカバーできず、営業利益は４千３百万円（前年同四半期比92.0%減）、経常利益は２億９千１百万円（前年同四半

期比48.3%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億８千１百万円（前年同四半期比51.2%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の財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ18億５百万円減少

し、270億７千７百万円となりました。

　資産の部では、流動資産は、現金及び預金が１億１千９百万円増加、売上高の減少に伴い、受取手形及び売掛金

が２億４千９百万円減少、電子記録債権が16億３千１百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ16億

３千５百万円減少し、145億６千３百万円となり、また固定資産は有形固定資産が１億２千９百万円減少したこと等

により前連結会計年度末に比べ１億７千万円減少し、125億１千４百万円となりました。

　負債の部では、流動負債は、売上高の減少及び費用抑制により買掛金が１億２千３百万円減少、電子記録債務が

17億３千２百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ22億４千６百万円減少し、112億４千３百万円と

なり、固定負債は、前連結会計年度末に比べ４千７百万円減少し、８億１千１百万円となりました。

　純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益１億８千１百万円の計上による増加、剰余金の配当による６千万

円の減少、為替換算調整勘定が２億３千５百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ４億８千８百万円増加

し、150億２千１百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の通期連結業績予想につきましては、2020年８月６日に公表いたしました業績予想を修正いたしま

した。詳細につきましては、本日（2020年11月13日）公表の「2021年３月期第２四半期連結業績予想と実績値との

差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

　なお、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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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 4,295,682 4,415,142

受取手形及び売掛金 4,025,763 3,775,880

電子記録債権 2,993,517 1,361,824

製品 316,144 344,160

仕掛品 1,331,833 1,349,086

原材料及び貯蔵品 2,550,897 2,460,739

その他 685,163 856,447

流動資産合計 16,199,004 14,563,281

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,292,548 3,222,371

機械装置及び運搬具（純額） 5,351,128 5,111,041

土地 2,507,736 2,536,939

その他（純額） 805,116 956,867

有形固定資産合計 11,956,530 11,827,220

無形固定資産 59,143 49,532

投資その他の資産

投資有価証券 123,012 126,996

その他 554,816 519,592

貸倒引当金 △9,130 △9,130

投資その他の資産合計 668,698 637,458

固定資産合計 12,684,371 12,514,211

資産合計 28,883,376 27,077,492

負債の部

流動負債

買掛金 2,678,320 2,555,287

電子記録債務 4,966,945 3,234,088

短期借入金 3,832,000 3,800,000

未払法人税等 111,132 93,752

賞与引当金 432,752 426,774

役員賞与引当金 19,440 13,700

その他 1,450,114 1,120,190

流動負債合計 13,490,705 11,243,793

固定負債

退職給付に係る負債 607,132 618,005

役員退職慰労引当金 143,652 99,700

資産除去債務 25,441 25,494

その他 82,643 68,526

固定負債合計 858,869 811,727

負債合計 14,349,575 12,055,521
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金 1,995,896 1,995,896

利益剰余金 9,848,204 9,968,745

自己株式 △211,326 △211,326

株主資本合計 13,776,259 13,896,800

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 31,223 33,566

為替換算調整勘定 △501,667 △266,206

退職給付に係る調整累計額 △132,380 △127,891

その他の包括利益累計額合計 △602,824 △360,531

非支配株主持分 1,360,365 1,485,701

純資産合計 14,533,800 15,021,971

負債純資産合計 28,883,376 27,077,492
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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 16,460,017 11,676,121

売上原価 14,900,746 10,805,674

売上総利益 1,559,271 870,447

販売費及び一般管理費 1,014,959 826,746

営業利益 544,311 43,700

営業外収益

受取利息 2,721 18,068

受取配当金 2,597 1,501

為替差益 － 37,903

雇用調整助成金 － 173,521

受取ロイヤリティー 1,912 －

物品売却益 13,480 4,731

その他 9,011 24,608

営業外収益合計 29,724 260,334

営業外費用

支払利息 6,354 6,187

為替差損 1,684 －

その他 1,635 5,925

営業外費用合計 9,674 12,112

経常利益 564,360 291,922

税金等調整前四半期純利益 564,360 291,922

法人税等 124,152 86,535

四半期純利益 440,208 205,386

非支配株主に帰属する四半期純利益 69,462 24,373

親会社株主に帰属する四半期純利益 370,745 181,012
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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 440,208 205,386

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,112 2,342

為替換算調整勘定 △127,312 336,372

退職給付に係る調整額 1,880 4,540

その他の包括利益合計 △127,544 343,255

四半期包括利益 312,663 548,641

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 281,402 423,305

非支配株主に係る四半期包括利益 31,260 125,336
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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利益 564,360 291,922

減価償却費 730,566 666,007

受取利息及び受取配当金 △5,319 △19,569

支払利息 6,354 6,187

為替差損益（△は益） △38,941 19,951

雇用調整助成金 － △173,521

売上債権の増減額（△は増加） 344,151 1,916,852

たな卸資産の増減額（△は増加） △112,098 93,662

仕入債務の増減額（△は減少） △33,826 △1,915,864

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,754 △7,085

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000 △5,740

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 26,492 17,370

未収入金の増減額（△は増加） 69,828 145,130

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △9,857 －

その他 205,542 △363,436

小計 1,752,008 671,868

利息及び配当金の受取額 5,319 19,569

利息の支払額 △6,560 △6,187

雇用調整助成金の受取額 － 173,521

法人税等の支払額 △182,523 △82,383

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,568,243 776,388

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 △707,927 △630,432

投資有価証券の取得による支出 △607 △613

その他 △10,196 △440

投資活動によるキャッシュ・フロー △718,731 △631,485

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 △42,000 △32,000

配当金の支払額 △109,698 △59,591

リース債務の返済による支出 △4,176 △891

財務活動によるキャッシュ・フロー △155,874 △92,483

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,015 67,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 682,622 119,459

現金及び現金同等物の期首残高 3,519,062 4,295,682

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,201,684 4,415,142
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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）

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）

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する方法を採用して

おります。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税金等調

整前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を使用する方法によってお

ります。

　


