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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020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 ％

2021年3月期第2四半期 79,587 △45.0 △9,531 ― △11,026 ― △13,052 ―

2020年3月期第2四半期 144,654 △2.9 △1,743 ― △1,008 ― △1,853 ―

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　△14,315百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　△3,763百万円 （―％）

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3月期第2四半期 △381.69 ―

2020年3月期第2四半期 △53.81 ―

(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3月期第2四半期 141,651 77,212 49.9

2020年3月期 162,171 91,980 52.7

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 70,744百万円 2020年3月期 85,449百万円

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00

2021年3月期 ― 0.00

2021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

2020年3月期　第2四半期配当金の内訳：普通配当12円00銭　記念配当1円00銭

2021年3月期の期末配当金予想は未定です。

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 187,000 ― △9,000 ― △10,500 ― △12,700 ― △371.36

（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

(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2Q 35,242,846 株 2020年3月期 35,242,846 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 1,043,830 株 2020年3月期 1,047,405 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 34,198,002 株 2020年3月期2Q 34,440,682 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。　

　業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「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、新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界経済への深刻

な影響が続く中、段階的な経済活動の再開による持ち直しの動きもみられるものの、依然として先行きは不透明な

状況が続きました。また、海外におきましては、欧州において新型コロナウイルス感染者数が再び急増し、制限措

置強化により経済活動への打撃や、コロナ禍を巡る根深い米中対立など不安材料も依然存在しており、先行きは不

透明な状況が継続しております。

当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内市場では新型コロナウイルス感染拡大で消費の低迷が

続き、販売台数の減少傾向が継続しました。海外におきましては、中国市場は新型コロナウイルスによる打撃から

の回復基調が続き、販売台数は６カ月連続増加しました。米国市場は、新型コロナウイルスの影響による落ち込み

から回復しつつあり、前年同期から減少したものの市場予想を上回りました。その他の地域の市場は、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響で消費が低迷し、総じて減少傾向となりました。

このような経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は795億8千7百万円（前年同

期比45.0％減）となりました。また、売上高が減少したこと等により営業損失は95億3千1百万円（前年同期は

営業損失17億4千3百万円）、経常損失は110億2千6百万円（前年同期は経常損失10億8百万円）、親会社株主に

帰属する四半期純損失は130億5千2百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失18億5千3百万円）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日 本

売上高は350億8千2百万円（前年同期比46.0％減）、営業損失は40億6千5百万円（前年同期は営業損失9億

4千万円）となりました。

②北 米

売上高は139億9千万円（前年同期比39.2％減）、営業損失は10億7千8百万円（前年同期は営業損失3億5千

3百万円）となりました。

③中 南 米

売上高は158億8千9百万円（前年同期比47.0％減）、営業損失は34億4千7百万円（前年同期は営業損失

23億5千9百万円）となりました。

④欧 州
売上高は2千5百万円（前年同期比97.4％減）、営業損失は1億5千2百万円（前年同期は営業利益1億2百万

円）となりました。

⑤中 国

売上高は142億4千2百万円（前年同期比40.0％減）、営業損失は4億8千3百万円（前年同期は営業利益17億

9千5百万円）となりました。

⑥東南アジア

売上高は3億5千6百万円（前年同期比82.1％減）、営業損失は4億6千4百万円（前年同期は営業損失5千2百

万円）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の資産合計は、1,416億5千1百万円と前連結会計年度末に比べ205億1千9百万円減少

しております。これは主に、売上高が減少したことにより受取手形及び売掛金が118億5千5百万円減少したことによ

るものであります。

負債合計は、644億3千8百万円と前連結会計年度末に比べ57億5千1百万円減少しております。これは主に、短期借

入金が44億8千7百万円増加したものの、仕入高の減少等により支払手形及び買掛金が81億1百万円減少したことよる

ものであります。

純資産合計は、772億1千2百万円と前連結会計年度末に比べ147億6千7百万円減少しております。これは主に、利

益剰余金が135億円減少したこと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月期の通期連結業績予想につきましては、2020年８月27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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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２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,034 28,981

受取手形及び売掛金 41,918 30,063

商品及び製品 2,229 1,909

仕掛品 832 872

原材料及び貯蔵品 11,106 10,632

その他 6,060 4,642

貸倒引当金 △255 △1,278

流動資産合計 93,926 75,822

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,230 12,040

機械装置及び運搬具（純額） 14,622 13,315

その他（純額） 16,346 15,753

有形固定資産合計 43,199 41,109

無形固定資産

のれん 43 38

その他 1,828 1,818

無形固定資産合計 1,872 1,857

投資その他の資産

投資有価証券 11,414 11,426

その他 11,899 11,514

貸倒引当金 △141 △78

投資その他の資産合計 23,173 22,862

固定資産合計 68,245 65,829

資産合計 162,171 141,651
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 34,561 26,460

短期借入金 1,793 6,281

未払法人税等 504 234

その他 14,355 14,560

流動負債合計 51,214 47,536

固定負債

長期借入金 9,500 9,000

役員退職慰労引当金 5 6

株式給付引当金 93 121

退職給付に係る負債 1,495 1,296

その他 7,880 6,477

固定負債合計 18,976 16,902

負債合計 70,190 64,438

純資産の部

株主資本

資本金 9,040 9,040

資本剰余金 8,789 8,700

利益剰余金 64,812 51,312

自己株式 △1,498 △1,492

株主資本合計 81,143 67,561

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 525 631

為替換算調整勘定 3,732 2,595

退職給付に係る調整累計額 47 △44

その他の包括利益累計額合計 4,305 3,183

非支配株主持分 6,530 6,468

純資産合計 91,980 77,212

負債純資産合計 162,171 141,651
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 144,654 79,587

売上原価 135,373 80,053

売上総利益又は売上総損失（△） 9,281 △466

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 3,645 3,119

発送運賃 1,204 713

その他 6,174 5,232

販売費及び一般管理費合計 11,024 9,064

営業損失（△） △1,743 △9,531

営業外収益

受取利息 312 146

受取配当金 210 110

持分法による投資利益 658 131

雑収入 109 538

営業外収益合計 1,290 926

営業外費用

支払利息 127 106

為替差損 356 2,049

雑支出 71 267

営業外費用合計 555 2,422

経常損失（△） △1,008 △11,026

特別利益

固定資産売却益 17 0

特別利益合計 17 0

特別損失

固定資産処分損 116 34

投資有価証券評価損 - 7

関係会社出資金評価損 - 120

特別退職金 - 2,158

特別損失合計 116 2,320

税金等調整前四半期純損失（△） △1,107 △13,346

法人税、住民税及び事業税 848 380

法人税等調整額 △698 △691

法人税等合計 150 △311

四半期純損失（△） △1,258 △13,035

非支配株主に帰属する四半期純利益 595 17

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,853 △13,052
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純損失（△） △1,258 △13,035

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △560 105

為替換算調整勘定 △1,634 △1,013

退職給付に係る調整額 △19 △91

持分法適用会社に対する持分相当額 △290 △281

その他の包括利益合計 △2,504 △1,280

四半期包括利益 △3,763 △14,315

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,026 △14,175

非支配株主に係る四半期包括利益 263 △140
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

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（△） △1,107 △13,346

減価償却費 2,955 3,274

のれん償却額 5 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 996

受取利息及び受取配当金 △522 △257

支払利息 127 106

持分法による投資損益（△は益） △658 △131

固定資産処分損益（△は益） 99 33

投資有価証券評価損益（△は益） - 7

売上債権の増減額（△は増加） 3,862 11,319

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,676 295

仕入債務の増減額（△は減少） △8,231 △7,373

その他 △1,502 1,599

小計 △3,305 △3,470

利息及び配当金の受取額 1,648 239

利息の支払額 △95 △68

法人税等の支払額 △969 △538

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,722 △3,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 - △1,026

定期預金の払戻による収入 - 37

有形固定資産の取得による支出 △3,379 △2,925

有形固定資産の売却による収入 32 3

投資有価証券の取得による支出 △25 △20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

56 -

その他 △430 △635

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,746 △4,566

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） 3,166 4,841

長期借入金の返済による支出 △3,000 △500

自己株式の売却による収入 14 6

自己株式の取得による支出 △0 △0

非支配株主からの払込みによる収入 133 -

非支配株主への配当金の支払額 △1,006 -

配当金の支払額 △450 △447

その他 △191 △472

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,334 3,427

現金及び現金同等物に係る換算差額 △637 969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,441 △4,006

現金及び現金同等物の期首残高 37,726 29,929

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,285 25,923
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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。

（セグメント情報等）

　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

　 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

(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 北 米 中 南 米 欧 州 中 国
東 南
アジア

計

売上高

外部顧客
への売上高

64,932 22,993 29,998 987 23,757 1,985 144,654 ― 144,654

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

2,348 905 3,051 404 5,889 1,080 13,679 △13,679 ―

計 67,281 23,898 33,050 1,391 29,646 3,066 158,334 △13,679 144,654

セグメント利益
又は損失(△)

△940 △353 △2,359 102 1,795 △52 △1,807 64 △1,743

(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損失と調整を行っております。

　 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

(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 北 米 中 南 米 欧 州 中 国
東 南
アジア

計

売上高

外部顧客
への売上高

35,082 13,990 15,889 25 14,242 356 79,587 ― 79,587

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

895 134 1,559 212 2,173 363 5,339 △5,339 ―

計 35,978 14,125 17,449 238 16,416 719 84,926 △5,339 79,587

セグメント損失
(△)

△4,065 △1,078 △3,447 △152 △483 △464 △9,692 161 △9,531

(注) １ セグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント損失(△)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。
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