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(百万円未満四捨五入)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 13,399 △20.4 △287 － △376 － △327 －

2020年３月期第３四半期 16,836 △2.0 540 △2.1 505 △20.5 380 △9.0
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 △432百万円( －％) 2020年３月期第３四半期 164百万円(△77.0％)
　

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３四半期 △159.24 －

2020年３月期第３四半期 184.79 －
　

　

（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３四半期 36,856 25,208 66.0

2020年３月期 37,240 25,744 66.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 24,310百万円 2020年３月期 24,820百万円
　

　　

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 － 60.00 － 50.00 110.00
2021年３月期 － 0.00 －

2021年３月期(予想) 50.00 50.00
　

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

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 19,000 △16.6 400 △50.7 400 △40.2 250 △35.2 121.72
(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)
　　

（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３Ｑ 2,055,950株 2020年３月期 2,055,950株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 2,019株 2020年３月期 1,977株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 2,053,969株 2020年３月期３Ｑ 2,054,005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、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。業績の予
想の前提となる条件等については四半期決算短信（添付資料）３ページ「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３四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（COVID-19）の拡大防止に向けた

緊急事態宣言等により企業活動に大きな影響を受けましたが、依然感染症拡大リスクは残るものの、経済活動の再

開により、景気は緩やかな回復基調が継続しました。

世界経済につきましても、新型コロナウイルス感染症は、米国や欧州を中心に感染者の拡大が続いているなど依

然終息は見えていない一方で、経済活動の再開や追加経済対策等により、景気は緩やかな回復の基調が続いており

ます。中国ではほぼ感染症は制御されており、経済促進策や輸出入の回復に下支えされた景気は引き続き回復傾向

で推移しています。

しかしながら、世界全体では、感染症拡大の影響による経済の落ち込みは大きく、特に欧州では変異ウイルスの

感染再拡大によるロックダウンや非常事態宣言が発令されるなど今後も非常に厳しい状況が続くことが予想されま

す。

当社グループが属する自動車業界の国内新車販売は回復基調ではあるものの、新型コロナウイルス感染症影響が

大きく、前年同期を下回る販売となりました。また、米国は９月以降の販売は前年比プラスに転じたものの、北米

全体の第３四半期累計では前年同期を下回る販売となりました。一方で中国は景気が回復傾向で推移する中、４月

以降は伸長を続け、輸出は11、12月に過去最高となるなど引き続き前年同期を上回る販売を維持しています。

このような市場環境の中、当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、海外販売につきまし

ては、中国販売は回復したものの米国や欧州顧客を中心に販売不振による受注の落ち込みが続いたため前年同期に

比較し8.7％の減少となりました。国内販売につきましても、回復基調ではあるものの受注の落ち込みから前年同

期に比較し25.4％の減少となり、国内外を合わせると20.4％の販売減となりました。

利益につきましては、販売が大幅に落ち込むなか、固定費の徹底圧縮による原価改善活動、より無駄のない生産

体制への見直しなど引き続き利益確保を目指した対策を継続的に取り組んでまいりましたが、販売減少の影響は大

きく損失計上となりました。

以上の結果、売上高は13,399百万円（前年同期比3,437百万円減）、営業損失は287百万円（前年同期は営業利益

540百万円）、経常損失は376百万円（前年同期は経常利益505百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は327

百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益380百万円）となりました。

なお、当社グループは、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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384百万円減少し36,856百万円となりまし

た。総資産の増加の主な内訳は現金及び預金が2,806百万円、減少の主な内訳は受取手形及び売掛金が771百万円、

商品及び製品が326百万円、原材料及び貯蔵品が296百万円、有形固定資産が1,654百万円であります。

現金及び預金は、新型コロナウイルス感染症拡大による事業環境の変化に対応するため、資金のさらなる手元流

動性を確保すべく、金融機関借入による資金調達を行っていることから増加しております。有形固定資産は、減価

償却等により減少しております。

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ151百万円増加し11,647百万円となりました。

負債の増加の主な内訳は短期借入金が1,472百万円、減少の主な内訳は支払手形及び買掛金が574百万円、長期借入

金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が491百万円であります。

短期借入金は、前述の金融機関借入により増加しております。

当第３四半期連結会計期間末の非支配株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ535百万円減少し

25,208百万円となりました。純資産の減少の主な内訳は、利益剰余金の減少430百万円であります。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業環境の変化等、不測の事態への対応手段確保とし

て、2020年10月１日に取引銀行３行と総額20億円のコミットメントライン契約を締結しております。
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（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月期の業績予想につきましては、2020年10月28日に公表した連結業績予想を修正しております。

また、2021年３月期の配当予想につきましては、2020年７月27日に公表した「業績予想および配当予想に関する

お知らせ」において、期末配当予想を未定としておりましたが、連結業績予想の修正に伴い、公表することといた

しました。

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正および配当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：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,097,998 5,903,933

受取手形及び売掛金 5,202,973 4,432,129

商品及び製品 2,375,606 2,049,648

仕掛品 1,565,837 1,350,463

原材料及び貯蔵品 1,976,892 1,681,071

その他 367,561 379,509

貸倒引当金 △9,000 △7,000

流動資産合計 14,577,867 15,789,753

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,898,693 4,664,713

機械装置及び運搬具（純額） 11,885,571 11,888,920

土地 3,204,827 3,209,835

その他（純額） 1,910,628 482,222

有形固定資産合計 21,899,719 20,245,690

無形固定資産

その他 126,524 94,013

無形固定資産合計 126,524 94,013

投資その他の資産

その他 666,363 756,665

貸倒引当金 △30,250 △30,250

投資その他の資産合計 636,113 726,415

固定資産合計 22,662,357 21,066,118

資産合計 37,240,224 36,855,871

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,141,795 2,567,964

短期借入金 4,742,941 6,214,632

1年内返済予定の長期借入金 528,650 517,430

未払法人税等 152,785 71,422

賞与引当金 101,064 57,946

役員賞与引当金 22,500 －

その他 1,033,837 918,918

流動負債合計 9,723,571 10,348,312

固定負債

長期借入金 1,401,894 921,941

役員退職慰労引当金 2,606 3,543

退職給付に係る負債 137,056 140,192

その他 231,496 233,387

固定負債合計 1,773,051 1,299,063

負債合計 11,496,622 11,647,375
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,018,648 3,018,648

資本剰余金 2,800,499 2,800,499

利益剰余金 19,417,832 18,988,050

自己株式 △9,579 △9,675

株主資本合計 25,227,399 24,797,521

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △244,630 △343,704

退職給付に係る調整累計額 △163,191 △143,671

その他の包括利益累計額合計 △407,821 △487,375

非支配株主持分 924,023 898,350

純資産合計 25,743,601 25,208,496

負債純資産合計 37,240,224 36,855,871
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 16,835,575 13,398,852

売上原価 14,028,085 11,899,702

売上総利益 2,807,490 1,499,150

販売費及び一般管理費

報酬及び給料手当 648,548 632,590

荷造運搬費 525,875 269,315

役員賞与引当金繰入額 15,525 －

賞与引当金繰入額 7,129 8,082

退職給付費用 58,570 58,646

その他 1,011,603 817,603

販売費及び一般管理費合計 2,267,251 1,786,236

営業利益又は営業損失（△） 540,239 △287,086

営業外収益

受取利息 4,777 5,409

受取配当金 310 310

受取賃貸料 15,223 14,103

雇用調整助成金 － 258,840

受取補償金 27,930 －

その他 33,948 23,660

営業外収益合計 82,188 302,321

営業外費用

支払利息 60,580 66,097

固定資産除却損 2,823 75,673

為替差損 23,892 228,165

賃貸収入原価 1,091 1,091

その他 28,758 20,607

営業外費用合計 117,144 391,633

経常利益又は経常損失（△） 505,283 △376,398

特別損失

減損損失 － 4,883

特別損失合計 － 4,883

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（△）

505,283 △381,281

法人税、住民税及び事業税 183,009 59,826

法人税等調整額 △45,778 △94,998

法人税等合計 137,231 △35,172

四半期純利益又は四半期純損失（△） 368,053 △346,109

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △11,502 △19,025

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（△）

379,555 △327,084
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 368,053 △346,109

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 680 －

為替換算調整勘定 △217,992 △105,869

退職給付に係る調整額 13,716 19,666

その他の包括利益合計 △203,597 △86,203

四半期包括利益 164,456 △432,311

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 179,566 △406,638

非支配株主に係る四半期包括利益 △15,110 △25,673
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（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）

当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）

　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３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）

　該当事項はありません。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の影響による需要の減少は、当連結会計年度中は続くことを想定しておりますが、

下期は改善傾向であり、翌連結会計年度もその傾向が続き通年ではほぼ正常化するとの仮定のもと、固定資産の

減損、繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の収束が遅延し、影響が長期化した場合には将来において損失が発生する可

能性があります。

　


