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部門別

当第３四半期連結累計期間

（自 2021年６月１日

至 2022年２月28日）

売上高（百万円） 前年同四半期比（％）

成形品 情報・通信機器 4,826   12.5

車両  27,031     11.4

家電その他   4,279         44.9

成形品計  36,138       14.7

金型   9,351      8.1

合計  45,489         13.3

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、新たな変異株による新型コロナウイルス感染症再拡大の影

響により、社会・経済活動が制限され、厳しい状況となっております。海外におきましても、ロシアのウクライ

ナ侵攻による世界経済への影響や新たな変異株による感染拡大が懸念されるなど、先行きは依然不透明な状況が

続いております。

この様な状況のもと、当社グループにおきましても、前連結会計年度に引き続き、付加価値の高い製品の受注

と生産体制の整備を強化し、原価低減活動を積極的に進めてまいりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は45,489百万円（前年同期比13.3%増）、営業利益は1,177

百万円（前年同期比36.3%減）、経常利益は974百万円（前年同期比38.2%減）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は714百万円（前年同期比20.5%減）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

半導体不足等による自動車メーカーの減産の影響もあり車両用内外装部品が減収となり、売上高は17,121百万

円（前年同期比2.5%減）、セグメント利益は金型の利益改善等もあり1,256百万円（前年同期比7.4%増）となり

ました。

② 欧州

車両用内外装部品及び金型の減収により、売上高は3,948百万円（前年同期比18.7%減）、SANKO GOSEI 

Czech,s.r.o.新工場に係る操業前準備費用も嵩み、セグメント損失は220百万円（前年同期はセグメント利益499

百万円）となりました。

③ アジア

タイ、インドネシア及びインドでの車両用内外装部品の増収もあり、売上高は18,404百万円（前年同期比

48.2%増）となり、セグメント利益は671百万円（前年同期比77.9%増）となりました。

④ 北米

車両用内外装部品及び金型の増収により、売上高は6,015百万円（前年同期比13.3%増）となり、セグメント利

益は労務費の増加による影響等もあり181百万円（前年同期比36.5%減）となりました。

なお、部門別の売上の状況は、次のとおりであります。

（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資産合計は、57,458百万円（前連結会計年度末比824百万円増）となりまし

た。これは、棚卸資産が647百万円及び有形固定資産が464百万円それぞれ増加したこと等によるものでありま

す。

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、36,159百万円（前連結会計年度末比175百万円増）となりまし

た。これは、短期借入金が506百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が330百万円減少したこと等によるもの

であります。

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、21,298百万円（前連結会計年度末比649百万円増）となりまし

た。これは、利益剰余金が287百万円及び為替換算調整勘定が274百万円それぞれ増加したこと等によるものであ

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

通期の連結業績予想につきましては、2021年７月14日に公表いたしました業績予想から変更はありません。
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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）

税金費用については、当第３四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しております。

これにより、有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消滅を認識しておりました

が、当社が実質的に買戻し義務を負っていると判断される有償支給取引について、第１四半期連結会計期間より金融

取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について金融負債を認

識しております。

なお、収益認識適用指針第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、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありま

せん。

「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３四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。
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（単位：百万円）

報告セグメント

調整額

（注）1

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）2
日本 欧州 アジア 北米 計

売上高

外部顧客への売上高 17,568 4,853 12,415 5,311 40,149 - 40,149

セグメント間の内部売上高又

は振替高
2,370 - 859 6 3,236 △3,236 －

計 19,938 4,853 13,274 5,318 43,385 △3,236 40,149

セグメント利益又は損失（△） 1,169 499 377 285 2,333 △484 1,848

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2020年６月１日 至 2021年２月28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

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去△29百万円及び各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△454百万円であります。

２．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調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント

調整額

（注）1

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）2
日本 欧州 アジア 北米 計

売上高

外部顧客への売上高 17,121 3,948 18,404 6,015 45,489 － 45,489

セグメント間の内部売上高又

は振替高
3,453 0 944 3 4,402 △4,402 －

計 20,575 3,948 19,348 6,019 49,892 △4,402 45,489

セグメント利益又は損失（△） 1,256 △220 671 181 1,889 △711 1,177

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2021年６月１日 至 2022年２月28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

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去△268百万円及び各報告セグメントに配分して

いない全社費用△443百万円であります。

２．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調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント
計

日本 欧州 アジア 北米

成形品事業

情報・通信機器 3,435 － 1,390 － 4,826

車両 7,585 2,599 12,362 4,483 27,031

家電その他 1,139 177 2,921 41 4,279

成形品事業計 12,160 2,777 16,674 4,525 36,138

金型事業 4,961 1,170 1,729 1,490 9,351

顧客との契約から生じる収益 17,121 3,948 18,404 6,015 45,489

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 17,121 3,948 18,404 6,015 45,489

（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

当第３四半期連結累計期間（自 2021年６月１日 至 2022年２月28日）
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