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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 3,569 10.3 716 70.6 794 103.8 574 92.5

2020年3月期第3四半期 3,236 6.1 420 66.7 389 69.4 298 71.0

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　616百万円 （149.4％） 2020年3月期第3四半期　　247百万円 （84.8％）

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 110.55 ―

2020年3月期第3四半期 57.42 ―

(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 6,794 4,077 60.0 785.15

2020年3月期 6,096 3,549 58.2 683.51

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 4,077百万円 2020年3月期 3,549百万円

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 ― 0.00 ― 17.00 17.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） 25.00 25.00

（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 4,574 8.2 771 36.2 854 60.9 614 53.1 118.35

（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 ： 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 6,652,250 株 2020年3月期 6,652,250 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 1,458,687 株 2020年3月期 1,458,625 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 5,193,611 株 2020年3月期3Q 5,193,625 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およ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の感染拡大防止に伴う経済活動の制限など

から景気は急速に悪化しましたが、感染防止と景気回復に苦慮した各種の政策効果もあり回復の兆しが見られまし

た。また海外でも都市封鎖による外出や移動制限などから同様の傾向が見られましたが、各国政府の緊急対策や財政

出動により、地域差や足取りの重さが残るものの経済活動は極めて厳しい状況から持ち直しに向かうことが期待され

つつあります。しかしながら直近では多くの国で変異株の発生が確認され、また国内では第３波の警戒宣言が見られ

るなど、依然として先行きは不透明な状況で景気の下振れリスクに注意が必要な状態が続いております。

このような情勢のもと、当社の属するカーアフターマーケットにおいて当社グループは、新型コロナウイルスの影

響に伴うイベント自粛や渡航制限など国内海外ともに思うような営業活動ができない中、Web会議ツールなどを有効に

活用するなどして、「EnduraPro」「EnduraPro PLUS」を筆頭に「4×4 DAMPER SPORT」や「STREET ADVANCE Z4」、ま

た既存製品も合わせた販売活動の強化にグループ一丸となって努めるとともに、各地域の特性に適した各種多様な販

売キャンペーンにも取り組んでまいりました。なお、海外の一部の地域における外出禁止や補助金でのいわゆる巣ご

もり需要一巡後も、前述の「EnduraPro」「EnduraPro PLUS」を展開するプレミアム・リプレイスメント市場を中心

に、アフターマーケットは国内海外ともに順調に回復に向かっているという手応えを感じております。

他方、事業の継続を図りつつも従業員の安全を最優先として、勤務中の常時マスク着用や定期的な体温測定、また

こまめなアルコールでの手指消毒に加え、積極的な在宅勤務、時差出勤その他の徹底した感染防止策を引き続き講じ

てまいりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,569百万円（前年同期比10.3％増）となりました。

損益においては持続的な売上総利益率の改善や販売費及び一般管理費の減少により営業利益は716百万円（前年同期

比70.6％増）となりましたが、為替差損益などの影響もあり経常利益は794百万円（前年同期比103.8％増）、親会社

株主に帰属する四半期純利益については574百万円（前年同期比92.5％増）といずれも増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ697百万円増加し、6,794百万円となり

ました。これは主として、現金及び預金の増加によるものであります。

(負債)

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ170百万円増加し、2,717百万円とな

りました。これは主として、未払法人税等の増加によるものであります。

(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、前連結会計年度末に比べ527百万円増加し、4,077百万円と

なりました。これは主として利益剰余金の増加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月期の通期の連結業績予想につきましては、2020年11月13日に発表いたしました予想から変更しておりま

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 1,117,771 1,632,150

売掛金 312,490 280,177

商品及び製品 950,768 934,085

仕掛品 84,207 126,803

原材料及び貯蔵品 269,167 256,977

その他 67,159 108,816

流動資産合計 2,801,565 3,339,011

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 784,028 756,910

機械装置及び運搬具（純額） 870,898 930,087

土地 1,070,533 1,070,533

その他 178,473 272,424

有形固定資産合計 2,903,934 3,029,955

無形固定資産 17,570 15,916

投資その他の資産

その他 373,815 409,911

投資その他の資産合計 373,815 409,911

固定資産合計 3,295,320 3,455,783

資産合計 6,096,886 6,794,794

負債の部

流動負債

買掛金 310,462 350,614

短期借入金 175,376 175,376

未払法人税等 89,941 197,985

製品保証引当金 5,595 6,087

その他 278,116 382,110

流動負債合計 859,491 1,112,173

固定負債

長期借入金 1,236,384 1,135,420

役員退職慰労引当金 246,525 256,837

退職給付に係る負債 149,972 158,296

その他 54,572 54,320

固定負債合計 1,687,454 1,604,874

負債合計 2,546,946 2,717,047

純資産の部

株主資本

資本金 217,556 217,556

資本剰余金 215,746 215,746

利益剰余金 3,729,423 4,215,325

自己株式 △473,531 △473,569

株主資本合計 3,689,194 4,175,058

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △139,253 △97,311

その他の包括利益累計額合計 △139,253 △97,311

純資産合計 3,549,940 4,077,747

負債純資産合計 6,096,886 6,794,794
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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 3,236,341 3,569,055

売上原価 1,897,171 1,975,033

売上総利益 1,339,170 1,594,021

販売費及び一般管理費 918,984 877,218

営業利益 420,185 716,803

営業外収益

助成金収入 3,641 49,012

その他 18,082 35,453

営業外収益合計 21,723 84,466

営業外費用

支払利息 7,261 6,332

その他 45,055 901

営業外費用合計 52,316 7,234

経常利益 389,592 794,035

特別利益

固定資産売却益 1,183 899

特別利益合計 1,183 899

特別損失

固定資産除却損 2,670 4,669

特別損失合計 2,670 4,669

税金等調整前四半期純利益 388,106 790,266

法人税、住民税及び事業税 89,012 240,048

法人税等調整額 848 △23,976

法人税等合計 89,860 216,072

四半期純利益 298,246 574,194

親会社株主に帰属する四半期純利益 298,246 574,194
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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 298,246 574,194

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △52,441 40,725

持分法適用会社に対する持分相当額 1,269 1,216

その他の包括利益合計 △51,172 41,942

四半期包括利益 247,074 616,136

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 247,074 616,136
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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。

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染症の拡大に関する会計上の見積り)

第２四半期決算短信の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の拡大に関する会計上の見積り）に記載し

た新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や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。

（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）

【セグメント情報】

当社グループは、自動車用サスペンションの製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります

　


