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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 22,656 △20.1 412 △77.4 699 △69.4 484 △71.0

2020年3月期第3四半期 28,368 11.1 1,824 7.0 2,287 0.2 1,671 2.8

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　30百万円 （△94.7％） 2020年3月期第3四半期　　570百万円 （△28.9％）

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 35.64 ―

2020年3月期第3四半期 123.12 ―

(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 47,576 31,322 61.3 2,148.05

2020年3月期 47,320 31,867 63.0 2,194.75

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 29,183百万円 2020年3月期 29,798百万円

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 ― 28.00 48.00

2021年3月期 ― 15.00 ―

2021年3月期（予想） 23.00 38.00

（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 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 31,150 △16.4 850 △61.6 1,150 △57.7 600 △68.6 44.17

（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（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 ： 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3月期3Q 13,900,065 株 2020年3月期 13,900,065 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 314,118 株 2020年3月期 322,818 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 13,581,597 株 2020年3月期3Q 13,577,325 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については、添付資料１ページ「１．（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に収束の兆しはいまだ見えず、

経済の回復は各国の感染動向や感染に対応する経済対策の動向に左右されており、依然非常に不透明な状況にあり

ます。また日本経済は、新型コロナウイルス感染症拡大が深刻化し、緊急事態宣言が再発出されたことでサービス

業を中心に景気が急速に悪化しております。その様な状況下、当社の主要顧客である日系自動車メーカー及び自動

車部品メーカーは、メーカー及び地域によって多少差はありますが稼働率がかなり回復しております。

　このような環境下、売上高は前年同期比20.1％減の22,656百万円となりました。営業利益は、売上高の減少が響

き前年同期比77.4％減の412百万円、経常利益は前年同期比69.4％減の699百万円、親会社株主に帰属する四半期純

利益は、前年同期比71.0％減の484百万円となりました。

　セグメント別の業績は次のとおりであります。なお、セグメント利益は営業利益ベースの数値であります。

　①日本

主要顧客の稼動率は回復傾向にありますが、新型コロナウイルス感染症拡大による４月、５月の落ち込みが大

きく影響し前年同期比20.4％減の10,453百万円、セグメント利益は99百万円の損失（前年同期は656百万円の利

益）となりました。

　②南北アメリカ

新型コロナウイルス感染症拡大は続いておりますが、自動車生産増加に伴い主要顧客の稼働率は回復しており

ます。その結果、売上高は前年同期比19.3％減の6,893百万円、セグメント利益は前年同期比53.2％減の368百万

円となりました。

　③中国

新型コロナウイルス感染症拡大による影響はありましたが、感染拡大のピークが過ぎて以降急激な回復をして

おります。その結果、売上高は前年同期比9.0％減の2,963百万円、セグメント利益は前年同期比5.1％減の203百

万円となりました。

　④東南アジア／インド

セグメント全体としては回復基調にあり、特にインドは９月以降急激に回復しております。反面インドネシア

は回復がやや遅れております。その結果、売上高は前年同期比31.6％減の2,345百万円、セグメント利益は前年同

期比52.1％減の216百万円となりました。

（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総資産は、47,576百万円となり、前連結会計年度末に比べ255百万円増加しまし

た。主な要因は、「建物及び構築物」が454百万円、「のれん」が208百万円減少したものの、「投資有価証券」が

738百万円、投資その他の資産の「その他」が456百万円増加したことによります。

負債は、16,253百万円となり、前連結会計年度末に比べ800百万円増加しました。主な要因は、「長期借入金」が

546百万円、「未払金」が280百万円、「賞与引当金」が151百万円減少したものの、「短期借入金」が1,740百万円

増加したことによります。

純資産は、31,322百万円となり、前連結会計年度末に比べ545百万円減少しました。主な要因は、「その他有価証

券評価差額金」が683百万円増加したものの、「為替換算調整勘定」が1,229百万円変動したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想の見直しを行った結果、2020年９月15日付当社「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて発表し

ました2021年３月期の連結業績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は、本日（2021年２月５

日）公表の「業績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 7,160 7,891

受取手形及び売掛金 6,636 6,533

商品及び製品 1,743 1,697

原材料及び貯蔵品 2,589 2,428

その他 486 521

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 18,603 19,058

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,760 4,306

機械装置及び運搬具（純額） 1,489 1,365

工具、器具及び備品（純額） 482 410

土地 5,162 5,126

リース資産（純額） 89 94

建設仮勘定 101 90

有形固定資産合計 12,086 11,393

無形固定資産

のれん 2,167 1,958

顧客関連資産 1,962 1,818

技術資産 647 591

商標権 568 518

その他 608 497

無形固定資産合計 5,954 5,384

投資その他の資産

投資有価証券 9,567 10,306

保険積立金 656 633

長期預金 1 1

退職給付に係る資産 6 6

繰延税金資産 151 42

その他 307 764

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 10,676 11,739

固定資産合計 28,717 28,517

資産合計 47,320 47,576
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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 3,705 3,800

短期借入金 2,344 4,085

リース債務 28 28

未払金 890 610

未払消費税等 117 108

未払法人税等 251 192

賞与引当金 396 244

役員賞与引当金 5 8

その他 1,152 1,298

流動負債合計 8,893 10,377

固定負債

長期借入金 3,646 3,100

リース債務 69 73

繰延税金負債 1,166 1,150

役員退職慰労引当金 147 140

退職給付に係る負債 1,221 1,147

長期預り保証金 182 182

資産除去債務 16 16

その他 109 63

固定負債合計 6,559 5,876

負債合計 15,453 16,253

純資産の部

株主資本

資本金 4,249 4,249

資本剰余金 4,014 4,014

利益剰余金 24,577 24,487

自己株式 △427 △415

株主資本合計 32,414 32,335

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 731 1,414

為替換算調整勘定 △3,261 △4,490

退職給付に係る調整累計額 △86 △77

その他の包括利益累計額合計 △2,615 △3,152

非支配株主持分 2,069 2,138

純資産合計 31,867 31,322

負債純資産合計 47,320 47,576
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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 28,368 22,656

売上原価 19,438 15,655

売上総利益 8,930 7,000

販売費及び一般管理費 7,106 6,588

営業利益 1,824 412

営業外収益

受取利息 38 25

受取配当金 86 81

持分法による投資利益 393 213

その他 41 91

営業外収益合計 560 412

営業外費用

支払利息 33 35

為替差損 39 48

その他 23 41

営業外費用合計 96 126

経常利益 2,287 699

特別利益

投資有価証券売却益 ― 55

特別利益合計 ― 55

税金等調整前四半期純利益 2,287 754

法人税等 464 142

四半期純利益 1,823 611

非支配株主に帰属する四半期純利益 151 127

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,671 484

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 1,823 611

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △91 683

為替換算調整勘定 △597 △1,041

退職給付に係る調整額 0 9

持分法適用会社に対する持分相当額 △565 △231

その他の包括利益合計 △1,253 △581

四半期包括利益 570 30

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 519 △52

非支配株主に係る四半期包括利益 50 82
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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する方法を採用して

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。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（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について）

新型コロナウイルス感染症に対し、今後の広がり方や収束時期を予測することは困難であります。当社グルー

プでは、外部の情報源に基づく情報等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が2021年３月期の一定期間に

わたり継続すると仮定し、繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損会計等の会計上の見積りを行っておりま

す。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 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
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

日本
南北

アメリカ
中国

東南アジア
／インド

合計

売上高

　外部顧客への売上高 13,137 8,544 3,256 3,429 28,368 ― 28,368

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

660 1 5 66 734 △734 ―

計 13,798 8,546 3,262 3,496 29,103 △734 28,368

セグメント利益 656 788 214 451 2,111 △287 1,824

(注) １ 各地域セグメントに属する国

日 本 ： 日本

南 北 ア メ リ カ ： アメリカ、ブラジル、メキシコ

中 国 ： 中国

東南アジア／インド ： タイ、マレーシア、インド、インドネシア
　

２ セグメント利益（営業利益）の調整額△287百万円のうち主なものは、未実現損益の消去が△１百万円、

QualiChem社買収に係るのれん及び無形固定資産の償却費△286百万円であります。

３ セグメント利益は、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。

　Ⅱ 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）

　 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
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

日本
南北

アメリカ
中国

東南アジア
／インド

合計

売上高

　外部顧客への売上高 10,453 6,893 2,963 2,345 22,656 ― 22,656

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

480 3 ― 55 539 △539 ―

計 10,934 6,897 2,963 2,400 23,196 △539 22,656

セグメント利益又は
損失（△）

△99 368 203 216 688 △276 412

(注) １ 各地域セグメントに属する国

日 本 ： 日本

南 北 ア メ リ カ ： アメリカ、ブラジル、メキシコ

中 国 ： 中国

東南アジア／インド ： タイ、マレーシア、インド、インドネシア
　

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△276百万円のうち主なものは、未実現損益の消去が２百万円、

QualiChem社買収に係るのれん及び無形固定資産の償却費△279百万円であります。

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。
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