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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 7,732 △32.5 △442 ― △293 ― △238 ―

2020年3月期第3四半期 11,447 △11.3 688 △34.1 724 △32.0 481 △33.4

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　△613百万円 （―％） 2020年3月期第3四半期　　681百万円 （△19.3％）

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 △26.40 ―

2020年3月期第3四半期 53.17 ―

(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3四半期 15,550 11,893 69.3

2020年3月期 16,384 12,600 69.3

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 10,774百万円 2020年3月期 11,347百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） 4.00 4.00

（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 10,400 △29.6 △580 ― △375 ― △300 ― △33.14

（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

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 ： 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 9,053,300 株 2020年3月期 9,053,300 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 2,066 株 2020年3月期 2,066 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 9,051,234 株 2020年3月期3Q 9,051,234 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、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。また、実際の業績等は様々な要因により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」をご覧下さい。

（決算補足説明資料の入手方法について）

　決算説明資料については、２月１日に当社ホームページに掲載する予定です。
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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、 当社グループの主要顧客業界である日系自動車産業では、 中国の自動車販売

が前年同期比増の傾向が継続したことに加え、北米、インドなどの主要地域でも前年と比較し増加傾向となったこ

とから、世界全体の販売台数も前年とほぼ同水準となり、新型コロナウイルス感染拡大により落ち込んだ状況から

回復基調となりました。国内自動車販売台数も前年同期比増の傾向に転じたことから、日系自動車メーカーの世界

生産台数も回復してきております。

　一方、新型コロナウイルス感染拡大によるロックダウンが欧州で実施されたほか、日本国内でも感染再拡大によ

る影響が生じてきており、世界経済は依然先行き不透明な状況が続いております。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業では、金型部門、精密鍛造品部門ともに売上高は前年同期比減とな

りました。一方、第３四半期の金型部門の受注高が前年と同水準となるなど回復の兆候が出てきております。以上

の結果、ネットシェイプ事業の売上高は35億３千６百万円（前年同期比38.3％減）となりました。

　アッセンブリ事業は、ターボチャージャー部品の売上高が第２四半期からは回復傾向となったものの、売上高は

依然低水準で推移いたしました。その結果、アッセンブリ事業の売上高は24億４千３百万円（前年同期比39.8％

減）となりました。

　一方、フィルタ事業では、主力ユーザー向け製品が好調に推移しており、売上高は前年同期比増の傾向が続いて

おります。その結果、フィルタ事業の売上高は17億５千１百万円（前年同期比5.9％増）となりました。

　以上の結果、連結売上高は77億３千２百万円（前年同期比32.5％減）となりました。

　損益面におきましては、第３四半期に入り回復傾向になっているものの、ネットシェイプ事業、アッセンブリ事

業の売上高が依然低水準であることから、営業損失４億４千２百万円（前年同期は、６億８千８百万円の営業利

益）、経常損失２億９千３百万円（前年同期は、７億２千４百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純

損失２億３千８百万円（前年同期は、４億８千１百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）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資産におきましては、前連結会計年度末に比べ８億３千３百万円減少し、155億５

千万円となりました。これは、主に現金及び預金が２億５千７百万円、繰延税金資産が８千８百万円増加した一方、

受取手形及び売掛金が６億６千１百万円、電子記録債権が１億６千２百万円、有形固定資産が４億２百万円減少し

たことによるものであります。

　負債におきましては、前連結会計年度末に比べ１億２千６百万円減少し、36億５千７百万円となりました。これ

は、主に借入金が２億９千３百万円増加した一方、買掛金が１億４千５百万円、未払金が２億２千１百万円、未払

法人税等が５千万円減少したことによるものであります。

　純資産におきましては、親会社株主に帰属する四半期純損失２億３千８百万円等により、前連結会計年度末に比

べて７億７百万円減少し、118億９千３百万円となり、自己資本比率は69.3％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2020年10月30日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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：千円)

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 3,664,887 3,922,669

受取手形及び売掛金 2,685,844 2,024,822

電子記録債権 726,276 563,377

商品及び製品 619,796 594,027

仕掛品 765,747 750,488

原材料及び貯蔵品 453,505 491,139

その他 152,240 118,438

貸倒引当金 △46 △39

流動資産合計 9,068,253 8,464,923

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,938,320 1,810,981

機械装置及び運搬具（純額） 1,659,101 1,529,683

土地 1,822,781 1,807,571

その他（純額） 1,106,489 975,631

有形固定資産合計 6,526,693 6,123,867

無形固定資産 483,116 536,382

投資その他の資産 306,156 425,204

固定資産合計 7,315,965 7,085,454

資産合計 16,384,218 15,550,378
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(単位：千円)

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

買掛金 1,224,966 1,079,868

短期借入金 - 150,000

1年内返済予定の長期借入金 781,095 877,586

リース債務 22,407 20,682

未払法人税等 69,809 19,471

賞与引当金 158,268 151,031

その他 750,721 550,907

流動負債合計 3,007,267 2,849,547

固定負債

長期借入金 722,362 769,501

リース債務 53,762 38,250

固定負債合計 776,124 807,751

負債合計 3,783,391 3,657,299

純資産の部

株主資本

資本金 1,429,921 1,429,921

資本剰余金 1,192,857 1,192,857

利益剰余金 8,323,676 7,994,186

自己株式 △1,236 △1,236

株主資本合計 10,945,218 10,615,728

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 201 3,608

為替換算調整勘定 466,125 209,304

退職給付に係る調整累計額 △64,079 △54,280

その他の包括利益累計額合計 402,248 158,632

非支配株主持分 1,253,360 1,118,717

純資産合計 12,600,826 11,893,079

負債純資産合計 16,384,218 15,550,378
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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：千円)
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 11,447,148 7,732,298

売上原価 9,069,897 6,712,411

売上総利益 2,377,251 1,019,887

販売費及び一般管理費 1,688,897 1,462,565

営業利益又は営業損失（△） 688,353 △442,677

営業外収益

受取利息 10,595 6,336

受取配当金 489 413

為替差益 11,720 -

保険配当金 3,976 3,850

保険解約返戻金 10,598 903

助成金収入 - 150,547

その他 7,305 8,090

営業外収益合計 44,686 170,142

営業外費用

支払利息 7,061 5,428

為替差損 - 14,044

その他 1,335 1,579

営業外費用合計 8,397 21,051

経常利益又は経常損失（△） 724,642 △293,586

特別利益

固定資産売却益 137 518

特別利益合計 137 518

特別損失

固定資産売却損 492 -

固定資産除却損 2,407 1,127

特別損失合計 2,900 1,127

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（△）

721,880 △294,195

法人税、住民税及び事業税 155,056 71,989

法人税等調整額 31,398 △93,885

法人税等合計 186,454 △21,895

四半期純利益又は四半期純損失（△） 535,425 △272,299

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

54,174 △33,322

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（△）

481,251 △238,977
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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：千円)
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（△） 535,425 △272,299

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,420 3,406

為替換算調整勘定 139,027 △354,139

退職給付に係る調整額 8,730 9,798

その他の包括利益合計 146,337 △340,933

四半期包括利益 681,763 △613,232

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 588,304 △482,593

非支配株主に係る四半期包括利益 93,458 △130,639
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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。

（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 2019年４月１日 至 2019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：千円)

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

ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

外部顧客への売上高 5,733,854 4,058,309 1,654,984 11,447,148 － 11,447,148

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,871 － － 2,871 △2,871 －

計 5,736,726 4,058,309 1,654,984 11,450,020 △2,871 11,447,148

セグメント利益 367,548 128,299 228,794 724,642 － 724,642

(注)１. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。

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：千円)

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

ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

外部顧客への売上高 3,536,474 2,443,932 1,751,891 7,732,298 － 7,732,298

セグメント間の内部
売上高又は振替高

367 － － 367 △367 －

計 3,536,842 2,443,932 1,751,891 7,732,666 △367 7,732,298

セグメント利益又は損失(△) △380,943 △162,031 249,388 △293,586 － △293,586

(注)１. 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経常利益又は経常損失であります。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症に関する会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症の影響について、第１四半期は当社グループの主要顧客である日系自動車メーカー

の工場稼働が停止するなど、経済活動が著しく停滞し大きな影響を受けておりましたが、第２四半期以降、本格

的な回復には至っていないものの、今後も徐々に回復していくことが予想されます。一方、感染再拡大の影響も

あり、先行きを予測することは困難でありますが、当社グループでは、現時点で入手可能な情報等に基づき、当

該感染症の影響が当連結会計年度中は続く可能性があるものと仮定して、会計上の見積りを行っております。
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３．その他

　（生産、受注及び販売の状況）

（1）販売実績 （単位：千円）

事業別

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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 5,733,854 50.1 3,536,474 45.7

アッセンブリ 4,058,309 35.4 2,443,932 31.6

フィルタ 1,654,984 14.5 1,751,891 22.7

合計 11,447,148 100.0 7,732,298 100.0

（注） 内、海外向売上高

事業別

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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 2,007,640 35.0 1,182,722 33.4

アッセンブリ 1,952,802 48.1 965,245 39.5

フィルタ 333,446 20.1 481,425 27.5

合計 4,293,889 37.5 2,629,393 34.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）受注状況 （単位：千円）

事業別

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）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ネットシェイプ 5,143,225 1,217,979 3,483,007 1,262,341

アッセンブリ 4,007,189 1,761,321 2,234,006 1,398,665

フィルタ 1,602,290 447,468 1,905,954 693,980

合計 10,752,704 3,426,768 7,622,969 3,354,987

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　 ２．ネットシェイプの精密鍛造品部門とアッセンブリの受注状況には、内示受注高を含んでおります。

（3）生産実績 （単位：千円）

事業別

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）

金額 金額

ネットシェイプ 5,090,189 3,462,129

アッセンブリ 4,132,196 2,412,147

フィルタ 1,639,975 1,717,132

合計 10,862,361 7,591,410

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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