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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 19,166 10.1 3,443 △5.5 3,915 △0.5 2,608 △24.6

2020年3月期第3四半期 17,412 14.8 3,645 22.6 3,936 19.6 3,459 49.4

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　2,929百万円 （△18.3％） 2020年3月期第3四半期　　3,583百万円 （85.1％）

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 142.48 ―

2020年3月期第3四半期 191.41 ―

(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3四半期 36,537 31,988 87.5 1,744.22

2020年3月期 34,505 28,120 81.4 1,535.15

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 31,957百万円 2020年3月期 28,090百万円

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 ― 28.00 ― 28.00 56.00

2021年3月期 ― 28.00 ―

2021年3月期（予想） 28.00 56.00

（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 26,800 3.3 4,900 △2.4 5,500 2.6 3,500 △9.7 191.03

（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 ： 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 20,020,000 株 2020年3月期 20,020,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 1,698,082 株 2020年3月期 1,721,954 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 18,309,990 株 2020年3月期3Q 18,075,972 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。なお、業績予想に関する事項は、添付資料３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拡大の影響から、国内外の経済活

動が制限され、企業収益の悪化や個人消費の低迷がみられるなど、極めて厳しい状況で推移しました。経済活動

の段階的な再開による景況感の好転が期待されたものの、感染再拡大により景気回復の道筋が見通せず、先行き

不透明な状況が続いております。

国内新車総販売台数(軽を含む)の４～12月の実績は、10月以降回復がみられたものの、新型コロナウイルスの

影響が大きく、前年同期比88.0％の約323万台となりました。内訳は、登録車が同87.0％の約202万台、軽自動車

が同89.8％の約121万台と、大幅な落ち込みとなりました。

このような環境下、当社グループは、感染防止対策の徹底のもと、ＷＥＢミーティング等を積極的に活用し、

地域に密着した営業活動を推進することで、得意先との関係深耕と付加価値の高いオリジナル商材の拡販に努め

ました。

これにより、当社グループの売上高は191億66百万円（前年同期比110％）、営業利益は34億43百万円（同94

％）、経常利益は39億15百万円（同99％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は26億８百万円（同75％）とな

りました。

セグメント別の経営成績は以下のとおりであります。

（自動車部品・用品等販売事業）

当社グループの報告セグメントは、前第３四半期連結累計期間において「自動車関連事業」の単一セグメント

であり、当第３四半期連結累計期間において、「自動車部品・用品等販売事業」は、従来の「自動車関連事業」

の業績のみによって構成されるため、以下では前第３四半期連結累計期間との比較を行っております。

当セグメントにおきましては、国内部門では、10月以降の新車需要の回復に対応すべく、地域密着型営業を一

層推進するとともに、感染防止対策を徹底しながら、高付加価値商材や新商品の拡販および新規取引先の開拓に

努めました。

海外部門では、引き続きオンラインを活用した営業活動に加え、海外拠点との連携をベースに得意先や仕入先

への新規提案活動に努めました。

これにより、売上高は155億60百万円（前年同期比89％）、セグメント利益につきましては37億30百万円（同

102％）となりました。

（自動車処分事業）

当セグメントは、2019年12月31日をみなし取得日として子会社化した株式会社ＡＢＴの事業によって構成され

ております。そのため、前第３四半期連結累計期間との比較は行っておりません。

当セグメントにおきましては、連結子会社の株式会社ＡＢＴは、新型コロナウイルスの影響により、取扱台数

が落込みましたが、6月以降の好調な中古車市況を反映し、総じて販売価格が高値で推移するなど、変化する市場

環境のなか、安定した業務遂行に努めました。

これにより、売上高は36億５百万円、セグメント損失につきましては２億87百万円となりました。なお、前連

結会計年度における株式会社ＡＢＴの子会社化に伴い、無形固定資産の減価償却費として４億25百万円、のれん

の償却費として２億86百万円を計上しております。当該無形固定資産の償却につきましては、2020年11月をもっ

て終了いたしました。
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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の財政状態を分析しますと、

　① 総資産合計は365億37百万円と前連結会計年度末に比べて20億32百万円増加しております。

増加の主なものは、土地が５億39百万円及び投資有価証券が28億70百万円であります。

減少の主なものは、受取手形及び売掛金が７億45百万円、のれんが２億86百万円及び無形固定資産のその他

が４億85百万円であります。

　② 負債合計は45億49百万円と前連結会計年度末に比べて18億36百万円減少しております。

減少の主なものは、支払手形及び買掛金が３億73百万円、未払法人税等が11億63百万円及び賞与引当金が91

百万円であります。

　③ 純資産合計は319億88百万円と前連結会計年度末に比べて38億68百万円増加しております。

増加の主なものは、利益剰余金が34億96百万円であります。

　 なお、自己資本比率は、81.4％から87.5％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４日に公表しました予想数値を変更しておりま

す。詳細は、本日（2021年２月９日）公表の「2021年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧

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 9,626 9,515

受取手形及び売掛金 3,230 2,484

商品及び製品 881 1,182

仕掛品 10 7

原材料及び貯蔵品 16 12

その他 318 353

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 14,078 13,552

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 886 1,036

土地 2,058 2,597

その他（純額） 182 143

有形固定資産合計 3,128 3,777

無形固定資産

のれん 4,864 4,578

その他 641 156

無形固定資産合計 5,505 4,734

投資その他の資産

投資有価証券 9,690 12,561

長期貸付金 735 659

繰延税金資産 607 529

その他 760 724

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 11,793 14,473

固定資産合計 20,426 22,985

資産合計 34,505 36,537

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,139 1,766

未払法人税等 1,444 281

賞与引当金 372 281

その他 1,206 979

流動負債合計 5,163 3,308

固定負債

退職給付に係る負債 1,090 1,128

その他 131 112

固定負債合計 1,221 1,240

負債合計 6,385 4,549
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(単位：百万円)

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 1,001 1,001

資本剰余金 4,689 4,732

利益剰余金 22,672 26,168

自己株式 △620 △612

株主資本合計 27,742 31,289

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 372 679

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 14 11

退職給付に係る調整累計額 △39 △23

その他の包括利益累計額合計 347 668

非支配株主持分 29 30

純資産合計 28,120 31,988

負債純資産合計 34,505 36,537
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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：百万円)
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 17,412 19,166

売上原価 9,895 11,030

売上総利益 7,517 8,136

販売費及び一般管理費 3,871 4,692

営業利益 3,645 3,443

営業外収益

受取利息 9 8

受取配当金 141 82

受取賃貸料 40 37

持分法による投資利益 162 340

その他 27 39

営業外収益合計 381 509

営業外費用

売上債権売却損 18 11

支払手数料 49 5

賃貸収入原価 12 14

その他 9 5

営業外費用合計 90 37

経常利益 3,936 3,915

特別利益

投資有価証券売却益 1,064 -

特別利益合計 1,064 -

特別損失

貸倒損失 - 116

特別損失合計 - 116

税金等調整前四半期純利益 5,000 3,799

法人税、住民税及び事業税 1,366 1,238

法人税等調整額 144 △48

法人税等合計 1,511 1,190

四半期純利益 3,489 2,609

非支配株主に帰属する四半期純利益 29 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,459 2,608
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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：百万円)
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 3,489 2,609

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 36 264

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △0 △2

退職給付に係る調整額 18 15

持分法適用会社に対する持分相当額 41 42

その他の包括利益合計 94 320

四半期包括利益 3,583 2,929

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,554 2,928

非支配株主に係る四半期包括利益 29 0
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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。

（セグメント情報等）

　 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)

　 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 合計自動車部品・

用品等販売事業
自動車処分事業 計

売上高

外部顧客への売上高 17,412 ― 17,412 ― 17,412

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

― ― ― ― ―

計 17,412 ― 17,412 ― 17,412

セグメント利益又は損失(△) 3,645 ― 3,645 ― 3,645

　(注) 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一致しております。

　 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、利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 合計自動車部品・

用品等販売事業
自動車処分事業 計

売上高

外部顧客への売上高 15,560 3,605 19,166 ― 19,166

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

― ― ― ― ―

計 15,560 3,605 19,166 ― 19,166

セグメント利益又は損失(△) 3,730 △287 3,443 0 3,443

　(注) １. 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一致しております。

　２. セグメント利益又は損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去額が含まれております。

　 ２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループの報告セグメントは、従来より「自動車関連事業」の単一セグメントでありましたが、前第

３四半期連結会計期間より、株式会社ＡＢＴが連結子会社になったことに伴い、従来の事業を「自動車部

品・用品等販売事業」とし、新たに「自動車処分事業」を報告セグメントとして加えております。

なお、2019年12月31日をみなし取得日としているため、この報告セグメントの変更が、前第３四半期連結

累計期間のセグメント情報に与える影響はありません。
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