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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９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 ％

2022年３月期第２四半期 3,222 41.3 △24 ― △40 ― △34 ―

2021年３月期第２四半期 2,280 △28.5 △347 ― △331 ― △436 ―

(注) 包括利益 2022年３月期第２四半期 △50百万円 ( ―％) 2021年３月期第２四半期 △558百万円 ( ―％)

　

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

2022年３月期第２四半期 △5.75 ―

2021年３月期第２四半期 △72.77 ―
　

（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 ％

2022年３月期第２四半期 8,636 3,693 32.6

2021年３月期 8,693 3,743 32.6

(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 2,811百万円 　2021年３月期 2,836百万円

　

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

　2021年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

　2022年３月期 ― 0.00

　2022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

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 6,100 5.6 10 ― △20 ― △25 ― △4.17

(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 ： 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８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）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 ： 有

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) 2022年３月期２Ｑ 6,000,000株 2021年３月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 4,827株 2021年３月期 4,827株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 5,995,173株 2021年３月期２Ｑ 5,995,173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

(将来に関する記述等についてのご注意)

　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、現時点で入手可能な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。また、業績予

想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきましては、添付資料２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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の生産活動や設備投資には持ち直しの動きが見られるも

のの、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況が続いております。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、新車販売台数はコロナ禍の影響で大きく落ち込んだ前年同

期実績をわずかに上回りましたが、半導体不足や東南アジアからの部品供給不足により自動車各社は減産を余儀な

くされており、先行きの不透明感が強まっております。

このような経済環境のなか、当第２四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、売上高は3,222百万円（前

年同期比41.3％増）、営業損失は24百万円（前年同期は347百万円の営業損失）、経常損失は40百万円（前年同期は

331百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は34百万円（前年同期は436百万円の親会社株主に帰

属する四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における資産の合計は、8,636百万円（前連結会計年度末8,693百万円）となり、57

百万円減少しました。流動資産は4,155百万円となり235百万円減少し、固定資産は4,481百万円となり178百万円増

加しました。

当第２四半期連結会計期間末における負債の合計は、4,942百万円（前連結会計年度末4,950百万円）となり、7百

万円減少しました。流動負債は4,150百万円となり5百万円減少し、固定負債は792百万円となり1百万円減少しまし

た。

当第２四半期連結会計期間末における純資産の合計は、3,693百万円（前連結会計年度末3,743百万円）となり、

50百万円減少しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年３月期（2021年４月１日～2022年３月31日）連結業績予想につきましては、本日、別途開示しました

「2022年３月期第２四半期連結累計期間業績予想値と実績値との差異及び2022年３月期通期連結業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。

本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社グループが現時点で入手可能な情報に基づき判

断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因により予想数値と異なる

可能性があります。
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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：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,176,738 956,610

受取手形及び売掛金 924,174 -

受取手形、売掛金及び契約資産 - 830,657

電子記録債権 793,606 734,734

商品及び製品 113,447 108,693

仕掛品 367,936 440,142

原材料及び貯蔵品 593,300 692,483

未収入金 348,640 312,828

未収法人税等 254 -

その他 72,901 79,441

流動資産合計 4,391,000 4,155,590

固定資産

有形固定資産

建物 3,062,683 3,073,571

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,957,348 △1,992,405

建物（純額） 1,105,335 1,081,165

構築物 179,988 179,988

減価償却累計額 △149,562 △151,181

構築物（純額） 30,426 28,807

機械及び装置 6,029,395 6,018,696

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,591,641 △4,547,869

機械及び装置（純額） 1,437,754 1,470,827

車両運搬具 23,797 23,936

減価償却累計額及び減損損失累計額 △20,376 △21,549

車両運搬具（純額） 3,421 2,387

工具、器具及び備品 558,455 553,520

減価償却累計額及び減損損失累計額 △476,875 △485,746

工具、器具及び備品（純額） 81,579 67,774

土地 249,490 251,120

リース資産 524,949 953,096

減価償却累計額及び減損損失累計額 △177,778 △193,537

リース資産（純額） 347,171 759,558

建設仮勘定 579,505 334,136

有形固定資産合計 3,834,683 3,995,777

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 2,261 1,748

その他 847 847

無形固定資産合計 8,001 7,488
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

投資その他の資産

投資有価証券 43,466 37,522

長期前払費用 8 8

退職給付に係る資産 311,875 324,672

繰延税金資産 17,304 29,583

その他 87,648 85,946

投資その他の資産合計 460,303 477,734

固定資産合計 4,302,987 4,481,000

資産合計 8,693,988 8,636,590

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 349,324 311,138

短期借入金 2,493,960 2,388,775

1年内返済予定の長期借入金 9,921 -

リース債務 37,426 41,172

未払金及び未払費用 1,121,600 1,246,344

未払法人税等 12,218 33,312

賞与引当金 112,401 114,416

役員賞与引当金 1,749 2,733

その他 17,274 12,148

流動負債合計 4,155,875 4,150,041

固定負債

リース債務 695,945 681,004

長期未払金 5,970 -

繰延税金負債 62,231 78,258

退職給付に係る負債 30,024 33,518

固定負債合計 794,171 792,781

負債合計 4,950,046 4,942,822

純資産の部

株主資本

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 621,796 621,796

利益剰余金 1,589,348 1,554,886

自己株式 △1,808 △1,808

株主資本合計 2,924,336 2,889,873

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,575 4,354

為替換算調整勘定 △62,916 △47,350

退職給付に係る調整累計額 △33,336 △34,975

その他の包括利益累計額合計 △87,677 △77,971

非支配株主持分 907,282 881,865

純資産合計 3,743,941 3,693,767

負債純資産合計 8,693,988 8,636,590
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 2,280,169 3,222,411

売上原価 2,339,881 2,906,578

売上総利益又は売上総損失（△） △59,711 315,833

販売費及び一般管理費 287,647 340,338

営業損失（△） △347,359 △24,505

営業外収益

受取利息 1,499 2,651

受取配当金 1,539 1,204

助成金収入 40,082 -

為替差益 - 1,984

その他 4,852 6,594

営業外収益合計 47,974 12,434

営業外費用

支払利息 14,411 28,206

為替差損 15,560 -

その他 1,710 290

営業外費用合計 31,682 28,496

経常損失（△） △331,067 △40,567

特別利益

固定資産売却益 4,136 12

特別利益合計 4,136 12

特別損失

固定資産除却損 749 2,534

減損損失 - 198

投資有価証券評価損 276 -

事業構造改善費用 142,040 -

借入金繰上返済費用 14,441 -

特別損失合計 157,507 2,733

税金等調整前四半期純損失（△） △484,438 △43,287

法人税等 8,316 25,992

四半期純損失（△） △492,755 △69,280

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △56,490 △34,818

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △436,264 △34,462
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純損失（△） △492,755 △69,280

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,539 △4,220

為替換算調整勘定 △70,166 24,967

退職給付に係る調整額 △1,407 △1,639

その他の包括利益合計 △66,034 19,106

四半期包括利益 △558,789 △50,174

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △475,963 △24,756

非支配株主に係る四半期包括利益 △82,825 △25,417
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９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損失（△） △484,438 △43,287

減価償却費 184,923 184,124

減損損失 - 198

有形固定資産除却損 749 2,534

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △8,259 △12,797

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9,826 3,099

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,608 2,014

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,857 984

受取利息及び受取配当金 △3,038 △3,856

支払利息 14,411 28,206

為替差損益（△は益） 41 △16

有形固定資産売却損益（△は益） △4,136 △12

投資有価証券売却損益（△は益） 276 -

事業構造改善費用 142,040 -

借入金繰上返済費用 14,441 -

売上債権の増減額（△は増加） 326,623 192,419

棚卸資産の増減額（△は増加） 266,353 △158,794

仕入債務の増減額（△は減少） △68,387 △39,462

未払金の増減額（△は減少） △508,921 △108,225

その他の流動資産の増減額（△は増加） 42,404 32,133

その他の流動負債の増減額（△は減少） 21,679 △103,345

小計 △93,877 △24,082

利息及び配当金の受取額 3,042 3,856

利息の支払額 △13,764 △30,581

割増退職金の支払額 △3,008 -

借入金繰上返済費用の支払額 △14,441 -

法人税等の支払額 △2,914 △555

営業活動によるキャッシュ・フロー △124,963 △51,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 150,000 -

有形固定資産の取得による支出 △506,974 △48,088

有形固定資産の売却による収入 4,136 13

無形固定資産の取得による支出 △23 -

投資有価証券の取得による支出 △123 △125

投資その他の資産の増減額（△は増加） 23,459 17,504

投資活動によるキャッシュ・フロー △329,526 △30,695

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） 1,388,115 △109,810

長期借入金の返済による支出 △940,054 △9,921

リース債務の増加による収入 565,034 -

リース債務の返済による支出 △30,504 △18,387

配当金の支払額 △219 △325

財務活動によるキャッシュ・フロー 982,371 △138,444

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,325 375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 517,556 △220,128

現金及び現金同等物の期首残高 825,492 1,176,738

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,343,048 956,610
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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。

（会計方針の変更）

　 （収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と

いう。)等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し

た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし

た。

　なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製

品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の

期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額

を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用して

おります。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残

高への影響もありません。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示

していた「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に

含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89－２項に定める経過的な取扱いに従って、

前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に

関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28－15項に定める経過的な取扱いに従っ

て、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりませ

ん。

　 （時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関

する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、

時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四

半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（セグメント情報等）

　 セグメント情報

　 当社グループは、自動車用部品事業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　 (単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

日本 2,576

米州 434

アジア 211

顧客との契約から生じる収益 3,222

その他の収益 ―

外部顧客への売上高 3,222

(注) 当社グループは、自動車用部品事業の単一セグメントであるため、顧客との契約から生じる収益を分解した情

報についてセグメントに関連付けて記すことはしておりません。

　


