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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 32,101 △22.5 △703 － △319 － △1,312 －

2020年３月期第３四半期 41,428 △3.0 1,202 △59.2 1,225 △58.5 497 △71.2
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期△1,379百万円( －％) 2020年３月期第３四半期 278百万円( △69.1％)
　

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 △163.93 －

2020年３月期第３四半期 60.65 60.16
　　

（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 63,207 29,001 43.5 3,591.07

2020年３月期 63,608 31,289 46.9 3,686.97
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 27,518百万円 2020年３月期 29,827百万円

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 － 20.00 － 55.00 75.00

2021年３月期 － 0.00 －

2021年３月期(予想) 20.00 20.00

（注）これまで未定としておりました2021年3月期の期末配当予想を公表いたします。

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 45,000 △18.0 △200 － 200 △88.7 △900 － △112.39
(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

（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 8,374,157株 2020年３月期 8,374,157株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 711,104株 2020年３月期 284,205株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 8,008,061株 2020年３月期３Ｑ 8,197,368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

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績は様々な要因
により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世界経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

減速を余儀なくされました。我が国におきましては、政府の景気刺激策の効果や一部海外における

経済状況の改善もあり、持ち直しの動きが見られましたが、新型コロナウイルス感染症の再拡大に

より依然として収束が見通せず、先行き不透明な状況が継続しました。

当グループが関連する自動車業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による需要

減少の影響等により、世界の自動車生産台数は大幅に減少しましたが、足許では回復傾向も見られ

ております。

このような状況の中、当グループは自動車メーカーの各国での操業停止や減産等により、売上高

は321億１百万円（前年同四半期比22.5％減）となりました。

損益面におきましては、原価低減を引き続き推し進めるとともに、稼働調整や固定費削減等の対

応を行ってまいりましたが、減産の影響は大きく、営業損失は７億３百万円（前年同四半期は営業

利益12億２百万円）、経常損失は３億19百万円（前年同四半期は経常利益12億25百万円）、親会社

株主に帰属する四半期純損失は13億12百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益

４億97百万円）となりました。

　

セグメントの業績を示すと次の通りであります。

① 自動車関連製品事業

自動車関連製品事業は、新型コロナウイルスの感染が拡がりをみせ、世界中の自動車メーカーに

減産の影響を与えたことから、売上高は273億70百万円（前年同四半期比23.1％減）となり、セグ

メント損失は４億93百万円（前年同四半期はセグメント利益17億38百万円）となりました。

② 舶用・その他の製品事業

舶用・その他の製品事業は、産業機械向け製品等の需要減少により、売上高は15億97百万円（前

年同四半期比2.2％減）となりましたが、原価低減活動を推し進めたことにより、セグメント利益

は53百万円（前年同四半期はセグメント損失２億14百万円）となりました。

③ その他

商品等の販売事業を含むその他における売上高は、31億32百万円（前年同四半期比25.6％減）と

なり、セグメント利益は56百万円（前年同四半期比56.5％減）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４億１百万円減少し、

632億７百万円となりました。これは主に、「受取手形及び売掛金」の減少13億53百万円、「有形

固定資産」の減少11億81百万円、流動資産「その他」の減少３億37百万円、「たな卸資産」の減少

１億94百万円に対し、「現金及び預金」の増加17億66百万円、「投資有価証券」の増加８億71百万

円があったこと等によるものであります。

(負債)

負債におきましては、前連結会計年度末に比べ18億86百万円増加し、342億５百万円となりまし

た。これは主に、「有利子負債」の増加36億94百万円、「繰延税金負債」の増加11億75百万円に対

し、「支払手形及び買掛金」の減少10億41百万円、「電子記録債務」の減少８億65百万円、流動負

債「その他」の減少７億57百万円、「営業外電子記録債務」の減少１億66百万円、「未払法人税

等」の減少１億24百万円があったこと等によるものであります。

(純資産)

純資産におきましては、前連結会計年度末に比べ22億87百万円減少し、290億１百万円となりまし

た。これは主に、「利益剰余金」の減少17億74百万円、「為替換算調整勘定」の減少４億85百万

円、「自己株式」の減少３億83百万円、「退職給付に係る調整累計額」の減少２億72百万円に対

し、「その他有価証券評価差額金」の増加６億６百万円があったこと等によるものであります。
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（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、2020年11月13日に公表いたしました予想値から、売上高450

億円、営業損失２億円、経常利益２億円、親会社株主に帰属する当期純損失９億円に修正いたしまし

た。

詳細につきましては、本日公表いたしました「2021年３月期通期連結業績予想及び期末配当予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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 3,514 5,281

受取手形及び売掛金 11,342 9,988

たな卸資産 10,940 10,746

その他 1,841 1,504

貸倒引当金 △15 △21

流動資産合計 27,623 27,499

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,242 7,866

機械装置及び運搬具（純額） 14,076 13,585

土地 5,166 5,142

建設仮勘定 1,183 976

その他（純額） 968 884

有形固定資産合計 29,638 28,456

無形固定資産 867 904

投資その他の資産

投資有価証券 4,186 5,058

退職給付に係る資産 454 493

繰延税金資産 525 430

その他 344 393

貸倒引当金 △33 △29

投資その他の資産合計 5,479 6,346

固定資産合計 35,985 35,707

資産合計 63,608 63,207
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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 3,479 2,437

電子記録債務 4,002 3,136

短期借入金 4,643 5,559

1年内返済予定の長期借入金 3,805 4,468

リース債務 79 82

未払法人税等 318 193

設備関係支払手形 171 114

営業外電子記録債務 1,744 1,577

その他 3,805 3,047

流動負債合計 22,050 20,617

固定負債

長期借入金 6,714 8,829

リース債務 260 258

繰延税金負債 11 1,187

退職給付に係る負債 3,163 3,143

その他 120 169

固定負債合計 10,269 13,588

負債合計 32,319 34,205

純資産の部

株主資本

資本金 9,839 9,839

資本剰余金 6,080 6,080

利益剰余金 14,554 12,780

自己株式 △524 △908

株主資本合計 29,950 27,792

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,936 2,542

為替換算調整勘定 △269 △754

退職給付に係る調整累計額 △1,790 △2,062

その他の包括利益累計額合計 △123 △273

新株予約権 116 67

非支配株主持分 1,345 1,415

純資産合計 31,289 29,001

負債純資産合計 63,608 63,207
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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 41,428 32,101

売上原価 32,807 26,579

売上総利益 8,620 5,521

販売費及び一般管理費 7,418 6,224

営業利益又は営業損失（△） 1,202 △703

営業外収益

受取利息 9 6

受取配当金 164 121

助成金収入 32 443

スクラップ売却益 48 41

その他 95 67

営業外収益合計 350 681

営業外費用

支払利息 151 116

為替差損 60 63

その他 115 118

営業外費用合計 327 297

経常利益又は経常損失（△） 1,225 △319

特別利益

投資有価証券売却益 137 －

特別利益合計 137 －

特別損失

減損損失 20 －

特別損失合計 20 －

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（△）

1,342 △319

法人税、住民税及び事業税 495 320

法人税等調整額 276 592

法人税等合計 771 912

四半期純利益又は四半期純損失（△） 571 △1,232

非支配株主に帰属する四半期純利益 73 80

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（△）

497 △1,312
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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（△） 571 △1,232

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 317 606

為替換算調整勘定 △717 △481

退職給付に係る調整額 107 △272

その他の包括利益合計 △292 △147

四半期包括利益 278 △1,379

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 288 △1,463

非支配株主に係る四半期包括利益 △9 84
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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。
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（セグメント情報等）

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）

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１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 35,581 1,633 37,214 4,213 41,428 － 41,428

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 35,581 1,633 37,214 4,213 41,428 － 41,428

セグメント利益又は
損失（△）

1,738 △214 1,523 129 1,652 △450 1,202

(注)１ 「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、商品等の販売事業を含んでおりま

す。

　 ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△450百万円は、各報告セグメントに配賦していない研究開発費等で

あります。

　 ３ 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）

当第３四半期連結累計期間の「自動車関連製品事業」において、経営環境の変化に伴う収益性の

低下等により、減損損失を20百万円計上しております。

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）

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１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 27,370 1,597 28,968 3,132 32,101 － 32,101

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 27,370 1,597 28,968 3,132 32,101 － 32,101

セグメント利益又は
損失（△）

△493 53 △440 56 △383 △319 △703

(注)１ 「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、商品等の販売事業を含んでおりま

す。

　 ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△319百万円は、各報告セグメントに配賦していない研究開発費等で

あります。

　 ３ 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損失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。
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（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書

の追加情報に記載した内容から重要な変更はありません。

　


