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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 24,315 △23.3 △981 ― △643 ― △751 ―

2020年3月期第3四半期 31,707 △9.3 892 △63.0 1,137 △58.1 188 △85.6

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　△1,091百万円 （―％） 2020年3月期第3四半期　　276百万円 （△61.6％）

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 △26.16 ―

2020年3月期第3四半期 6.54 ―

(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 54,996 27,868 38.2

2020年3月期 56,192 29,485 39.4

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 20,989百万円 2020年3月期 22,113百万円

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 ― 6.00 ― 4.00 10.00

2021年3月期 ― 3.00 ―

2021年3月期（予想） 3.00 6.00

（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
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 34,000 △19.9 △330 ― △170 ― △970 ― △33.77

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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

詳細は、添付資料９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3Q 28,978,860 株 2020年3月期 28,978,860 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 233,701 株 2020年3月期 94,330 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 28,728,361 株 2020年3月期3Q 28,884,673 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、当社が現在入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因
によって異なる結果となる場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、四半期決算短信（添付資料）４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３四半期連結累計期間における国内経済および海外経済は、新型コロナウイルス感染

症の影響により景気は依然として厳しい状況にありましたが、国内では個人消費や輸出・生

産に持ち直しの動きがみられました。先行きにつきましては、国内外で持ち直しの動きが続

くことが期待されますが、同感染症の動向や為替・株価の変動影響等に留意する必要があり

ます。 

また、当社グループが最も影響を受ける自動車業界の市場におきましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響により厳しい状況にありましたが、国内外市場での販売水準は、地域ご

とのばらつきはあるものの回復基調にあり、先行きにつきましても総じてその動きが続くこ

とが見込まれます。

このような状況下、当社グループは、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を柱と

する経営方針を掲げ、国内外で競争力を高める施策を積極的に展開してまいりました。 

また、新型コロナウイルス感染症への対応としましては、当社グループでは、従業員およ

び関係者の「健康と安全」を最優先に感染拡大防止に向けた各種の施策に取り組むとともに、

勤務体制の変更や設備投資計画の見直しなど、受注減少による業績への影響を最小限にとど

めるための施策を展開してまいりました。 

当社グループの当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、足元では国内外と

もに受注・生産は回復してきているものの、上半期における急落による減少を補うにはいた

らず、全セグメントで売上高減少および損失計上となる極めて厳しい結果となりました。 

国内事業は、得意先の生産停止・減産に伴う受注減少等により、前年同期に比べ大幅な減

収となりました。海外事業につきましても、各拠点における得意先の生産停止・減産に伴う

受注減少および為替換算の影響等により、前年同期に比べ大幅な減収となりました。 

この結果、売上高は、243億 15 百万円（前年同期比 23.3%減）となりました。 

損益面につきましては、国内外事業における受注減少に伴う固定費の圧迫等により、営業

損失９億 81 百万円（前年同期は営業利益８億 92 百万円）、経常損失６億 43 百万円（前年同

期は経常利益 11 億 37 百万円）となりました。最終損益につきましては、投資有価証券売却

に伴う特別利益計上額の増加や法人税等の計上額の減少により損失幅が縮小しましたが、親

会社株主に帰属する四半期純損失は、７億 51百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半

期純利益１億 88 百万円）となりました。 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

＜小型エンジンバルブ＞ 

国内事業は、得意先の生産停止・減産に伴う受注減少等により、四輪車用エンジンバルブ・

二輪車用エンジンバルブともに前年同期に比べ大幅な減収となりました。海外事業は、中国

新子会社の量産開始や一部地域における為替換算の円安効果による増収要因はありましたも

のの、アジア地域・北米地域・欧州地域の各拠点における得意先の生産停止・減産に伴う受

注減少および為替換算の影響等により、前年同期に比べ大幅な減収となりました。 

汎用エンジンバルブは、得意先の生産停止・減産に伴う受注減少等により減収となりまし

た。 

当セグメントの損益面につきましては、国内外事業における受注減少や中国子会社立ち上

げコストの発生等により損失計上となりました。 

この結果、当セグメントの売上高は、190億 49百万円（前年同期比 21.3%減）、セグメント

損失（営業損失）は、４億 13 百万円（前年同期はセグメント利益（営業利益）５億 91 百万

円）となりました。 
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＜舶用部品＞ 

舶用関連製品につきましては、得意先の生産停止・減産に伴う受注減少等により、主に海

外向け大型発電機用製品が減少し、前年同期に比べ減収となりました。 

当セグメントの損益面につきましては、主力製品の受注減少等により損失計上となりまし

た。 

この結果、当セグメントの売上高は、20 億 61 百万円（前年同期比 18.1%減）、セグメント

損失（営業損失）は、１億 40 百万円（前年同期はセグメント利益（営業利益）１億 10 百万

円）となりました。 

＜可変動弁・歯車・ＰＢＷ＞ 

可変動弁につきましては、量産終了に伴い、前年同期に比べ減収となりました。 

精密鍛造歯車につきましては、前期より進めてきた生産能力に応じた受注の適正化に加え、

得意先の生産停止・減産に伴う受注減少等により、自動車用製品・産業機械用製品ともに前

年同期に比べ大幅な減収となりました。 

ＰＢＷにつきましては、得意先の生産停止・減産に伴う受注減少等により、前年同期に比

べ大幅な減収となりました。 

当セグメントの損益面につきましては、主力製品の受注減少等により損失計上となりまし

た。 

この結果、当セグメントの売上高は、24億４百万円（前年同期比 33.7%減）、セグメント損

失（営業損失）は、４億２百万円（前年同期はセグメント利益（営業利益）66百万円）とな

りました。 

＜その他＞ 

バルブリフターにつきましては、得意先の生産停止・減産に伴う受注減少等により、前年

同期に比べ減収となりました。 

工作機械につきましては、グループ内部での取引が減少し減収となりました。 

ロイヤルティーにつきましては、グループ内部での取引が減少し減収となりました。

農作物につきましては、販路拡大に鋭意取り組んでおりますが減収となりました。

この結果、当セグメントの売上高は、16 億 79 百万円（前年同期比 35.9%減）、セグメント

損失（営業損失）は、88百万円（前年同期はセグメント利益（営業利益）63百万円）となり

ました。 

なお、当セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高８億 79百万円を含

んでおります。 
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（２） 財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、549億 96百万円となり、前連結会計年度

末と比較して 11 億 96百万円の減少となりました。 

 資産の部の流動資産は、212 億 57 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 10 億８百

万円の減少となりました。この主な要因は、商品及び製品が８億 22百万円減少したことなど

によるものであります。 

 固定資産は、337 億 38 百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億 88 百万円の減少

となりました。この主な要因は、機械装置及び運搬具（純額）が 10 億 60 百万円、建物及び

構築物（純額）が７億８百万円増加した一方、建設仮勘定が 27 億 28 百万円減少したことな

どによるものであります。 

 負債の部の流動負債は、125 億 83 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 21 億１百

万円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金が 32 億 82 百万円増加したことなど

によるものであります。 

 固定負債は、145 億 44百万円となり、前連結会計年度末と比較して 16億 80百万円の減少

となりました。この主な要因は、長期借入金が 16 億 25 百万円減少したことなどによるもの

であります。 

 純資産の部は、278億 68 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 16億 17百万円の減

少となりました。この主な要因は、利益剰余金が９億 60 百万円、為替換算調整勘定が５億

69百万円減少したことなど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 

2021年３月期の業績予想は、2020 年９月 30 日公表の「2021 年３月期の業績予想及び配当予想に

関するお知らせ」より変更しておりません。 
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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：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 5,140,277 5,260,995

受取手形及び売掛金 7,866,294 7,412,501

商品及び製品 3,518,275 2,695,902

仕掛品 1,434,772 1,413,328

原材料及び貯蔵品 2,922,115 3,023,778

その他 1,396,430 1,463,107

貸倒引当金 △12,377 △12,266

流動資産合計 22,265,788 21,257,347

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,115,671 6,824,630

機械装置及び運搬具（純額） 14,349,855 15,409,908

土地 1,143,293 1,129,662

建設仮勘定 4,003,965 1,275,011

その他（純額） 612,411 794,902

有形固定資産合計 26,225,196 25,434,115

無形固定資産 593,687 574,615

投資その他の資産

投資有価証券 6,320,319 7,015,796

出資金 930 930

長期貸付金 50,389 49,975

繰延税金資産 506,160 456,745

その他 251,744 228,015

貸倒引当金 △21,686 △21,535

投資その他の資産合計 7,107,856 7,729,927

固定資産合計 33,926,740 33,738,658

資産合計 56,192,528 54,996,006
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,106,334 2,688,398

短期借入金 2,949,121 6,231,781

1年内償還予定の社債 244,000 174,000

未払法人税等 146,517 152,127

賞与引当金 380,988 96,624

役員賞与引当金 58,785 ―

その他 3,596,206 3,240,303

流動負債合計 10,481,954 12,583,235

固定負債

社債 390,000 348,000

長期借入金 9,971,412 8,346,161

繰延税金負債 1,865,615 1,962,352

退職給付に係る負債 3,784,987 3,710,258

その他 212,665 177,416

固定負債合計 16,224,681 14,544,188

負債合計 26,706,635 27,127,424

純資産の部

株主資本

資本金 4,530,543 4,530,543

資本剰余金 4,494,518 4,493,732

利益剰余金 12,707,570 11,747,198

自己株式 △46,546 △69,638

株主資本合計 21,686,085 20,701,835

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,399,988 2,776,245

為替換算調整勘定 △1,541,073 △2,110,453

退職給付に係る調整累計額 △431,984 △378,622

その他の包括利益累計額合計 426,930 287,169

非支配株主持分 7,372,876 6,879,575

純資産合計 29,485,893 27,868,581

負債純資産合計 56,192,528 54,996,006
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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 31,707,671 24,315,166

売上原価 27,620,968 22,619,721

売上総利益 4,086,703 1,695,444

販売費及び一般管理費 3,194,603 2,676,545

営業利益又は営業損失（△） 892,100 △981,101

営業外収益

受取利息 46,562 22,554

受取配当金 184,627 139,939

為替差益 ― 17,238

持分法による投資利益 154,324 92,317

雑収入 65,948 204,791

営業外収益合計 451,463 476,841

営業外費用

支払利息 79,960 123,085

為替差損 114,068 ―

雑損失 12,167 16,630

営業外費用合計 206,196 139,715

経常利益又は経常損失（△） 1,137,366 △643,975

特別利益

固定資産売却益 3,355 1,551

投資有価証券売却益 ― 373,389

特別利益合計 3,355 374,940

特別損失

固定資産売却損 1,880 5,392

固定資産除却損 78,594 90,455

減損損失 41,867 2,311

損失補償金 73,506 ―

特別損失合計 195,847 98,158

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（△）

944,874 △367,194

法人税等 541,277 254,944

四半期純利益又は四半期純損失（△） 403,596 △622,138

非支配株主に帰属する四半期純利益 214,770 129,289

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（△）

188,826 △751,427
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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（△） 403,596 △622,138

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 377,584 376,288

繰延ヘッジ損益 △4,562 ―

為替換算調整勘定 △412,425 △864,704

退職給付に係る調整額 30,088 56,652

持分法適用会社に対する持分相当額 △117,818 △37,673

その他の包括利益合計 △127,133 △469,436

四半期包括利益 276,463 △1,091,575

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 248,354 △891,188

非支配株主に係る四半期包括利益 28,108 △200,386
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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） 

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） 

（法人税等の計算） 

当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、法定実効税率を使用

する方法によっております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

 

（追加情報） 

前連結会計年度の有価証券報告書における「（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。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

Ⅰ 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） 

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：千円) 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バルブリフタ

ー、工作機械製造販売、ロイヤルティー、農作物等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 61,471 千円は、セグメント間取引消去 190,406 千円、各報告

セグメントに配分されない全社費用△128,935 千円であります。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない親会社の一般管理費に係る費用であります。

３．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。 

報告セグメント 

その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２  

四半期連

結損益計

算書計上

額(注)３ 

小型 

エンジン

バルブ

舶用部品 

可変動弁･

歯 車･

Ｐ Ｂ Ｗ
計 

売上高 

(1)外部顧客への

売上高
24,208,008 2,518,356 3,627,209 30,353,574 1,354,096 31,707,671 ― 31,707,671 

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― ― ― ― 1,265,671 1,265,671 △1,265,671   ― 

計 24,208,008 2,518,356 3,627,209 30,353,574 2,619,768 32,973,343 △1,265,671 31,707,671 

セグメント利益 591,247 110,088 66,172 767,508 63,120 830,628 61,471 892,100 
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Ⅱ 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） 

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：千円) 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バルブリフタ

ー、工作機械製造販売、ロイヤルティー、農作物等を含んでおります。 

２．セグメント損失（△）の調整額 62,982 千円は、セグメント間取引消去 169,779 千円、

各報告セグメントに配分されない全社費用△106,797千円であります。全社費用は、主

に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費に係る費用であります。 

３．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っており

ます。 

報告セグメント 

その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２  

四半期連

結損益計

算書計上

額(注)３ 

小型 

エンジン

バルブ

舶用部品 

可変動弁･

歯 車･

Ｐ Ｂ Ｗ
計 

売上高 

(1)外部顧客へ

の売上高
19,049,502 2,061,684 2,404,188 23,515,374 799,791 24,315,166 ― 24,315,166 

(2)セグメント

間の内部売上

高又は振替高

― ― ― ― 879,492 879,492 △ 879,492   ― 

計 19,049,502 2,061,684 2,404,188 23,515,374 1,679,284 25,194,659 △ 879,492 24,315,166 

セグメント

損失（△）
△ 413,016 △ 140,549 △ 402,083 △ 955,649 △ 88,434 △ 1,044,083 62,982 △ 981,101
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（重要な後発事象） 

（投資有価証券の売却） 

当社は、2020年 12 月 25日開催の取締役会において、当社が保有する投資有価証券の一部を

売却することを決議し、2020 年 12月 25日から 2021 年１月 14 日にかけて売却いたしました。 

これに伴い、2021 年３月期第４四半期累計期間の個別財務諸表及び連結財務諸表において、

1,522百万円を特別利益として計上する予定であります。 

なお、2021 年３月期第３四半期会計期間の個別財務諸表及び連結財務諸表において、373 百

万円を特別利益として計上しております。
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３．参考情報 

（１）所在地別セグメント 

  Ⅰ 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） 

(単位：千円) 

日本 アジア 北米 欧州 合計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高 

(1)外部顧客に対

する売上高 
16,527,808 10,244,475 4,333,141 602,245 31,707,671 ― 31,707,671 

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

2,290,459 762,692 4,811 764 3,058,727 △3,058,727 ― 

計 18,818,268 11,007,168 4,337,952 603,009 34,766,399 △3,058,727 31,707,671 

営業利益 △65,940 949,876 △63,501 12,038 832,473 59,626 892,100 

（注）１ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア･･･台湾、インドネシア、タイ、中国、ベトナム、インド 

  北 米･･･アメリカ 

欧 州･･･ポーランド 

Ⅱ 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） 

(単位：千円) 

日本 アジア 北米 欧州 合計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高 

(1)外部顧客に対

する売上高 
12,235,683 8,193,570 3,395,481 490,430 24,315,166 ― 24,315,166 

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1,319,025 567,092 11,272 ― 1,897,390 △ 1,897,390 ― 

計 13,554,709 8,760,662 3,406,753 490,430 26,212,556 △ 1,897,390 24,315,166 

営業利益又は 

営業損失(△) 
△ 1,500,001 364,078 △ 55,288 △ 26,968 △ 1,218,180 237,079 △ 981,101

（注）１ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア･･･台湾、インドネシア、タイ、中国、ベトナム、インド 

  北 米･･･アメリカ 

欧 州･･･ポーランド 
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