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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６月30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12月期第２四半期 65,397 26.5 4,051 － 4,676 － 2,999 －

2020年12月期第２四半期 51,713 △22.7 △439 － △665 － △636 －
(注) 包括利益 2021年12月期第２四半期 4,286百万円( －％) 2020年12月期第２四半期 △1,590百万円( －％)
　

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12月期第２四半期 31.21 －

2020年12月期第２四半期 △6.63 －
　

　

（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12月期第２四半期 111,925 47,959 42.3

2020年12月期 109,634 44,544 39.7
(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 47,396百万円 2020年12月期 43,559百万円
　

　

　

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12月期 － 1.00 － 2.50 3.50

2021年12月期 － 3.50

2021年12月期(予想) － 3.50 7.00

(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12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12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 132,000 15.9 7,300 195.8 8,400 66.4 5,900 106.5 61.38
(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
　

　

（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12月期２Ｑ 96,292,401株 2020年12月期 96,292,401株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 176,253株 2020年12月期 165,198株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 96,125,539株 2020年12月期２Ｑ 96,127,325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の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、実際の業績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２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルスの感染抑制のための活動制限から個人

消費は低調となったものの、欧米や中国向けの輸出の改善などから、持ち直し傾向となりました。世界経済にお

いては、米国は雇用回復が持続、消費者マインドの回復が見られたほか、中国では人出の回復に伴う個人消費の

拡大や輸出の増加から景気回復が持続しました。一方で、アセアンでは、タイは旧正月期間中の活動自粛などを

実施したものの感染拡大に歯止めがかかっておらず、インドネシアは5月には帰省禁止を含む1ヶ月の移動制限が

実施されたものの大きな抑止効果は得られていない状況にあり、マレーシアも5月上旬に全国規模の活動制限令、

6月にロックダウンが実施されるなど、個人消費や生産活動に制約が生じ、景気回復のペースは鈍い状況が継続し

ました。

当社グループが属する自動車業界におきましては、世界的な半導体部品の供給不足の影響はありましたが、前

年の新型コロナの影響による落ち込みに対する反動から、日本国内の自動車生産台数は前年同期比では増加とな

りました。アセアンの自動車生産台数についても、タイ、インドネシア、マレーシアの３ヶ国とも前年同期比プ

ラスとなりました。

　このような環境の下、当第２四半期連結累計期間においては、主力の日本国内、アセアン、中国の３つの地域

において、好調な販売状況から売上高は増収を確保し、３つの地域における自動車生産台数の増加率を売上増収

率が上回りました。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間では、売上高は65,397百万円(前年同期比26.5％増)、営業利益は樹

脂等、原材料費高騰の影響はあったものの、近年継続してきた構造改革に伴う固定費削減効果や設備投資による

生産性の向上などから4,051百万円(前年同期は営業損失439百万円)、経常利益は持分法による投資利益726百万円

の計上などもあり4,676百万円(前年同期は経常損失665百万円)となりました。また、特別損失として減損損失190

百万円を計上したことなどにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,999百万円(前年同期は親会社株主に

帰属する四半期純損失636百万円)となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

① 自動車部品事業

　主力の日本国内、アセアン、中国の３つの地域において、売上高は自動車生産マーケットを上回る増収を確

保し、売上高は61,458百万円(前年同期比27.1％増)、営業利益は3,917百万円(前年同期は営業損失396百万円)

となりました。

② 用品事業

　用品事業におきましては、前年は新型コロナウィルス感染症の影響からアフターマーケットの需要が減少し

ており、その反動もあって売上高は4,085百万円(前年同期比15.8％増)と増収を確保し、間接費用の削減努力の

効果もあり営業利益は94百万円(前年同期は営業損失7百万円)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は111,925百万円となり、前連結会計年度末比で2,290百万円の増加

となりました。受取手形及び売掛金が1,366百万円減少したものの、たな卸資産が全体で1,422百万円、その他流動

資産が1,214百万円それぞれ増加したことなどにより流動資産が全体で1,352百万円増加したこと、持分法適用会社

に対する投資簿価の増加を主因として、投資その他の資産が全体で1,632百万円増加したことなどによるものであ

ります。

負債は63,966百万円となり、前連結会計年度末比で1,123百万円の減少となりました。賞与引当金が1,657百万円

増加したしたものの、その他流動負債が1,718百万円、支払手形及び買掛金が1,312百万円それぞれ減少したことな

どによるものであります。

純資産は47,959百万円となり、前連結会計年度末比で3,414百万円の増加となりました。親会社株主に帰属する

四半期純利益の計上が2,999百万円あることや、為替の変動を主因として、その他の包括利益累計額が全体で1,230

百万円増加したことによるものであります。

（百万円）

2020年12月期
（前連結会計年度）

2021年６月期
（当第２四半期連結

会計期間）
増減

資産の部

　流動資産 46,934 48,286 1,352

　固定資産

　 有形固定資産 45,983 45,342 △641

　 無形固定資産 1,080 1,028 △52

　 投資その他の資産 15,636 17,268 1,632

　 固定資産合計 62,700 63,639 938

資産合計 109,634 111,925 2,290

負債及び純資産の部

　流動負債 48,779 49,637 857

　固定負債 16,310 14,329 △1,981

　負債合計 65,090 63,966 △1,123

　純資産 44,544 47,959 3,414

負債純資産合計 109,634 111,925 2,290
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（キャッシュ・フローの状況）

営業活動の結果獲得した資金は5,617百万円となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益4,219百

万円、減価償却費4,138百万円、賞与引当金の増加1,714百万円等であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額

1,737百万円、その他流動負債の減少額1,008百万円等であります。

　投資活動の結果支出した資金は4,238百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出3,185百

万円があること等によるものであります。

　財務活動の結果減少した資金は904百万円となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出564百万円、

配当金の支払額240百万円があること等によるものであります。

キャッシュ・フローの前年同期との比較は以下の通りです。

（百万円）

2020年６月期 2021年６月期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,589 5,617 4,027

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,084 △4,238 △154

財務活動によるキャッシュ・フロー △819 △904 △84

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78 57 136

現金及び現金同等物の増減額 △3,393 531 3,925

現金及び現金同等物の期首残高 8,196 5,426 △2,769

現金及び現金同等物の期末残高 4,803 5,958 1,155

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年12月期通期の業績予想につきましては、2021年５月12日に公表したものから修正はございません。

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報並びに合理的であると

判断する一定の情報に基づいております。実際の業績は、様々な要因により異なる結果となる可能性がありますので、

ご承知おきください。

　中間配当につきましては、2021年５月12日に公表いたしました配当予想通り一株当たり3.5円といたします。

　期末配当予想につきましても、2021年５月12日に公表いたしました配当予想の変更はございません。

　



市光工業株式会社(7244) 2021年12月期 第２四半期決算短信

5

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12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,426 5,958

受取手形及び売掛金 21,050 19,684

電子記録債権 1,838 1,381

商品及び製品 4,308 5,055

仕掛品 625 447

原材料及び貯蔵品 3,316 4,169

その他 10,412 11,626

貸倒引当金 △44 △36

流動資産合計 46,934 48,286

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,489 12,348

機械装置及び運搬具（純額） 16,128 17,551

工具、器具及び備品（純額） 5,725 5,439

土地 3,241 2,757

リース資産（純額） 978 1,806

建設仮勘定 7,419 5,439

有形固定資産合計 45,983 45,342

無形固定資産

その他 1,080 1,028

無形固定資産合計 1,080 1,028

投資その他の資産

投資有価証券 268 364

長期貸付金 833 1,353

繰延税金資産 5,283 5,193

その他 9,257 10,361

貸倒引当金 △7 △4

投資その他の資産合計 15,636 17,268

固定資産合計 62,700 63,639

資産合計 109,634 111,925
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 29,839 28,527

短期借入金 － 50

1年内返済予定の長期借入金 2,045 4,361

リース債務 227 200

未払法人税等 2,087 1,366

未払費用 3,289 3,905

賞与引当金 1,087 2,744

役員賞与引当金 33 75

製品保証引当金 1,612 1,568

その他 8,556 6,837

流動負債合計 48,779 49,637

固定負債

長期借入金 6,928 4,048

リース債務 720 1,675

繰延税金負債 169 193

退職給付に係る負債 8,244 8,248

資産除去債務 158 133

その他 87 30

固定負債合計 16,310 14,329

負債合計 65,090 63,966

純資産の部

株主資本

資本金 8,986 8,986

資本剰余金 2,505 2,505

利益剰余金 36,692 39,306

自己株式 △45 △53

株主資本合計 48,138 50,744

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 70 112

為替換算調整勘定 △3,052 △1,984

退職給付に係る調整累計額 △1,597 △1,476

その他の包括利益累計額合計 △4,578 △3,348

非支配株主持分 984 562

純資産合計 44,544 47,959

負債純資産合計 109,634 111,925
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 51,713 65,397

売上原価 42,319 51,360

売上総利益 9,394 14,036

販売費及び一般管理費 9,834 9,985

営業利益又は営業損失（△） △439 4,051

営業外収益

受取利息 41 92

受取配当金 129 6

持分法による投資利益 － 726

その他 50 7

営業外収益合計 221 833

営業外費用

支払利息 69 45

支払手数料 0 5

持分法による投資損失 161 －

為替差損 155 93

その他 60 65

営業外費用合計 447 208

経常利益又は経常損失（△） △665 4,676

特別損失

固定資産処分損 4 139

減損損失 － 190

関係会社株式売却損 － 126

特別損失合計 4 456

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（△）

△670 4,219

法人税等 △9 1,182

四半期純利益又は四半期純損失（△） △660 3,036

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△23 36

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（△）

△636 2,999
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △660 3,036

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △515 41

為替換算調整勘定 △293 351

退職給付に係る調整額 60 121

持分法適用会社に対する持分相当額 △182 736

その他の包括利益合計 △930 1,250

四半期包括利益 △1,590 4,286

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,541 4,230

非支配株主に係る四半期包括利益 △49 56
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）

△670 4,219

減価償却費 3,641 4,138

のれん償却額 88 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,619 1,714

製品保証引当金の増減額（△は減少） △247 △45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 156 59

受取利息及び受取配当金 △170 △99

支払利息 69 45

持分法による投資損益（△は益） 161 △726

固定資産除売却損益（△は益） 4 139

減損損失 － 190

関係会社株式売却損益（△は益） － 126

売上債権の増減額（△は増加） 6,323 1,626

たな卸資産の増減額（△は増加） 796 △1,737

仕入債務の増減額（△は減少） △7,112 △1,199

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,429 △1,008

その他 △910 △120

小計 2,319 7,323

利息及び配当金の受取額 165 63

利息の支払額 △69 △32

法人税等の支払額 △825 △1,737

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,589 5,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,041 △3,185

有形固定資産の売却による収入 － 3

無形固定資産の取得による支出 △100 △15

投資有価証券の取得による支出 △10 △5

短期貸付金の純増減額（△は増加） 1,168 △1,019

その他 △100 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,084 △4,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 336 50

長期借入金の返済による支出 △564 △564

リース債務の返済による支出 △255 △149

配当金の支払額 △336 △240

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △819 △904

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78 57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,393 531

現金及び現金同等物の期首残高 8,196 5,426

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,803 5,958
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（４）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)

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日　至 2020年６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
その他
（注）

合計

自動車部品 用品 計

売上高

外部顧客への売上高 48,345 2,887 51,232 480 51,713

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

1 639 640 431 1,072

計 48,346 3,527 51,873 912 52,785

セグメント損失（△） △396 △7 △403 △57 △461

(注) 「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、自動車用電球製造販売事業を含んで

おります。

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 △403

「その他」の区分の損失（△） △57

セグメント間取引消去 21

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △439
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日　至 2021年６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
その他
（注）

合計

自動車部品 用品 計

売上高

外部顧客への売上高 61,447 3,494 64,941 455 65,397

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

11 590 602 583 1,186

計 61,458 4,085 65,543 1,039 66,583

セグメント利益 3,917 94 4,011 44 4,056

(注) 「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、自動車用電球製造販売事業を含んで

おります。

２．報告セグメントの利益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 4,011

「その他」の区分の利益 44

セグメント間取引消去 △5

四半期連結損益計算書の営業利益 4,051

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。

（参考情報）

（個別業績の概要）

１．2021年12月期第２四半期の個別業績

（１）個別経営成績

（％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年６月期 50,656 23.1 3,015 444.1 3,115 436.6 2,501 444.7

2020年６月期 41,139 △21.6 554 △83.1 586 △82.1 393 △81.6

（２）個別財政状態

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６月期 89,481 40,190 44.9 418.10

2020年12月期 90,102 37,930 42.1 394.59

（参考) 自己資本 2021年６月期 40,190百万円 2020年12月期 37,930百万円

　


