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(百万円未満切捨て)

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 25,874 △27.9 307 △80.5 148 △89.8 △305 －

2020年３月期第３四半期 35,888 △9.9 1,578 △3.0 1,456 △1.3 583 △14.2
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 △506百万円( －％) 2020年３月期第３四半期 573百万円( 42.7％)
　

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 △111.86 －

2020年３月期第３四半期 214.52 －
　

　

（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 36,600 10,711 21.0

2020年３月期 37,671 11,311 21.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 7,696百万円 2020年３月期 8,129百万円
　

　

　

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 － 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

期末の配当予想につきましては、現時点では未定としております。

　

　

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 34,740 △26.1 470 △80.9 390 △82.9 △310 － △113.52
(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 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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P.８「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 2,781,572株 2020年３月期 2,767,572株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 42,146株 2020年３月期 42,146株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 2,733,724株 2020年３月期３Ｑ 2,721,948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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。
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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の影響が一旦落ち着きをみせ、緊急

事態宣言が解除されてから、国内の経済活動は段階的に再開しましたが、11月以降に同感染症が再度拡大するなど厳

しい状況が続きました。海外におきましては、同感染症の拡大阻止による夜間外出禁止令をはじめとした社会制限措

置の長期化によって東南アジアの景気が後退し、日本同様に厳しい状況となりました。一方、中国は世界に先駆けて

コロナ禍が沈静化しており、国内経済活動が従来程度まで戻りつつあるなど、市場環境に回復の兆しが見えてまいり

ました。

このような状況の中、当社グループは「国内収益基盤の強化」、「海外収益基盤の強化」、「事業運営基盤の強

化」の３つの大方針を柱とする事業施策を推進し、様々に変化する事業環境の中においても安定して継続的に事業展

開できる企業を目指し事業活動を進めておりますが、当第３四半期連結累計期間の売上高は25,874百万円（前年同四

半期比27.9％減）となりました。損益面では、営業利益は307百万円（前年同四半期比80.5％減)、経常利益は148百万

円（前年同四半期比89.8％減)、親会社株主に帰属する四半期純損失は305百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属

する四半期純利益583百万円)となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

　①日本

　売上高につきましては、成形品事業における車両分野等の受注の減少及びその他事業の販売の減少等により、

14,003百万円（前年同四半期比25.7％減）となりました。損益につきましては、減収の影響等により、営業損失は572

百万円（前年同四半期は営業損失136百万円）となりました。

②中国

　売上高につきましては、ＯＡ（その他）分野の受注の減少等により、8,352百万円（前年同四半期比11.9％減）とな

りました。損益につきましては、原価低減活動の成果及び製品構成の変動等により、営業利益は897百万円（前年同四

半期比0.5％増）となりました。

　③東南アジア

　売上高につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による夜間外出禁止令をはじめとした社会制限措置等が

影響したことによる車両分野の受注減少及び邦貨換算の影響等により、3,517百万円（前年同四半期比53.4％減）とな

りました。損益につきましては、減収の影響等により、営業損失は33百万円（前年同四半期は営業利益812百万円）と

なりました。
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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における総資産は、36,600百万円と、前連結会計年度に比べ、1,071百万円減少となり

ました。

①流動資産

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産合計は18,032百万円となり、前連結会計年度末と比べ631百万円減少

しました。これは主に、現金及び預金の減少695百万円、売上債権の減少312百万円によります。

②固定資産

　当第３四半期連結会計期間末における固定資産合計は18,567百万円となり、前連結会計年度末と比べ439百万円減少

しました。これは主に、有形固定資産の減少562百万円によります。

③流動負債

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債合計は16,004百万円となり、前連結会計年度末と比べ822百万円減少

しました。これは主に、仕入債務の減少987百万円によります。

④固定負債

　当第３四半期連結会計期間末における固定負債合計は9,883百万円となり、前連結会計年度末と比べ351百万円増加

しました。これは主に、長期借入金の増加194百万円、繰延税金負債の増加129百万円によります。

⑤純資産

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は10,711百万円となり、前連結会計年度末と比べ599百万円減少し

ました。これは主に、利益剰余金の減少333百万円によります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の業績につきましては、2020年９月25日付「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて公表しました業績

予想から変更はありません。今後何らかの変化がある場合には、適切に開示してまいります。
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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：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 4,889 4,193

受取手形及び売掛金 7,250 6,833

電子記録債権 937 1,041

たな卸資産 4,088 4,124

未収入金 668 838

その他 829 1,001

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 18,663 18,032

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,522 3,359

機械装置及び運搬具（純額） 4,583 4,359

土地 6,385 6,273

リース資産（純額） 1,527 1,510

建設仮勘定 584 304

その他（純額） 705 940

有形固定資産合計 17,309 16,747

無形固定資産

ソフトウエア 127 114

のれん 13 8

その他 116 113

無形固定資産合計 257 236

投資その他の資産

投資有価証券 777 792

出資金 226 215

破産更生債権等 10 9

繰延税金資産 121 135

その他 362 698

貸倒引当金 △57 △268

投資その他の資産合計 1,440 1,584

固定資産合計 19,007 18,567

資産合計 37,671 36,600
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,699 3,213

電子記録債務 3,244 2,742

短期借入金 2,830 3,739

1年内返済予定の長期借入金 3,098 2,858

リース債務 874 624

未払法人税等 191 194

賞与引当金 394 285

その他 2,492 2,345

流動負債合計 16,826 16,004

固定負債

長期借入金 5,119 5,313

リース債務 319 416

役員退職慰労引当金 18 11

退職給付に係る負債 3,727 3,676

繰延税金負債 194 324

その他 153 142

固定負債合計 9,532 9,883

負債合計 26,359 25,888

純資産の部

株主資本

資本金 2,114 2,128

資本剰余金 1,817 1,830

利益剰余金 5,072 4,739

自己株式 △55 △55

株主資本合計 8,950 8,643

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △265 △254

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 △342 △521

退職給付に係る調整累計額 △213 △171

その他の包括利益累計額合計 △821 △947

非支配株主持分 3,182 3,015

純資産合計 11,311 10,711

負債純資産合計 37,671 36,600
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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 35,888 25,874

売上原価 29,997 21,846

売上総利益 5,890 4,027

販売費及び一般管理費 4,311 3,719

営業利益 1,578 307

営業外収益

受取利息 15 18

受取配当金 21 18

作業屑売却収入 42 22

助成金収入 47 154

その他 37 49

営業外収益合計 165 263

営業外費用

支払利息 239 188

為替差損 5 139

その他 42 94

営業外費用合計 287 422

経常利益 1,456 148

特別利益

固定資産売却益 67 49

特別利益合計 67 49

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 35 24

投資有価証券評価損 17 －

操業休止関連費用 － 93

特別損失合計 53 117

税金等調整前四半期純利益 1,470 80

法人税等 518 324

四半期純利益又は四半期純損失（△） 952 △243

非支配株主に帰属する四半期純利益 368 62

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（△）

583 △305
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 952 △243

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 24 11

繰延ヘッジ損益 △1 △0

為替換算調整勘定 △403 △320

退職給付に係る調整額 16 48

持分法適用会社に対する持分相当額 △14 △1

その他の包括利益合計 △378 △263

四半期包括利益 573 △506

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 337 △432

非支配株主に係る四半期包括利益 236 △74
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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）

（税金費用の計算）

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もり、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によっております。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等によっております。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の影響は、提出日現在においても継続しており、当連結会計年度における当社グル

ープの事業活動にも大きな影響を与えております。

　このような状況の中、当感染症の収束時期やその影響の程度が当社グループの業績に与える影響を合理的に予

測することは現時点では困難であります。したがって、外部の情報源に基づく情報等から、当連結会計年度の一

定期間にわたり当感染症の影響が継続するという一定の仮定に基づいて、固定資産の減損及び繰延税金資産の回

収可能性についての会計上の見積りを行っております。

　なお、上記仮定及び会計上の見積りについて、前連結会計年度末からの重要な変更はありません。
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（セグメント情報等）

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

合計

日本 中国 東南アジア

売上高

外部顧客への売上高 18,846 9,485 7,556 35,888

セグメント間の内部売上高
又は振替高

264 271 3 539

計 19,111 9,756 7,559 36,427

セグメント利益又は損失（△） △136 892 812 1,568

注） １．国又は地域は、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

　 (1)中国…中華人民共和国、香港

　 (2)東南アジア…インドネシア、タイ

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 1,568

セグメント間取引消去 9

四半期連結損益計算書の営業利益 1,578

　



株式会社タカギセイコー(4242) 2021年３月期 第３四半期決算短信

10

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

合計

日本 中国 東南アジア

売上高

外部顧客への売上高 14,003 8,352 3,517 25,874

セグメント間の内部売上高
又は振替高

368 277 0 646

計 14,372 8,630 3,518 26,520

セグメント利益又は損失（△） △572 897 △33 291

注） １．国又は地域は、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

　 (1)中国…中華人民共和国、香港

　 (2)東南アジア…インドネシア、タイ

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 291

セグメント間取引消去 16

四半期連結損益計算書の営業損失（△） 307

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　


