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(百万円未満切捨て)
１．2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期 83,394 0.5 2,692 20.8 2,989 7.1 1,640 △8.2

2019年３月期 83,017 △0.8 2,228 △33.7 2,791 △16.7 1,785 △14.6
(注) 包括利益 2020年３月期 200百万円(△68.8％) 2019年３月期 641百万円(△84.5％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2020年３月期 262.03 － 3.0 3.6 3.2

2019年３月期 285.13 － 3.3 3.2 2.7
(参考) 持分法投資損益 2020年３月期 －百万円 2019年３月期 －百万円
　

　

（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

2020年３月期 82,236 57,535 65.6 8,625.61

2019年３月期 84,215 58,147 64.7 8,698.13
(参考) 自己資本 2020年３月期 53,918百万円 2019年３月期 54,469百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2020年３月期 5,349 △4,275 △1,563 9,409

2019年３月期 3,867 △4,512 △3,776 10,053
　

　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2019年３月期 － 50.00 － 50.00 100.00 626 35.1 1.1

2020年３月期 － 50.00 － 50.00 100.00 625 38.2 1.2

2021年３月期(予想) － － － － － －
　

(注) 2021年３月期における配当予想額は未定であります。

　

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）
新型コロナウイルスの影響により、業績予想を算出することが困難と判断し、未定としております。今後、業績

予想の算定が可能となった時点で適宜公表いたします。
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※ 注記事項

（１）期中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）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
　

　

（３）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) 2020年３月期 6,385,599株 2019年３月期 6,385,599株

② 期末自己株式数 2020年３月期 134,633株 2019年３月期 123,344株

③ 期中平均株式数 2020年３月期 6,259,314株 2019年３月期 6,262,810株
　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、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当た
っての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当期の会計年度における当社グループの主要な取引先の自動車生産台数は、国内はＳＵＶと軽自動車を中心に前

年度を上回る結果となりました。海外は第４四半期における新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を主要因とし、

減少となりました。

　このような状況のなか、当社グループの当期の業績につきましては、売上高は前期に比べ３億７千７百万円増収

（0.5％増）の833億９千４百万円となりました。

　損益の状況につきましては、売上増による付加価値の増加と原価改善が着実に進んだことにより、売価変動や北

米ビジネス構造の転換を図るための固定費、新型コロナウイルス対応コストを補い、営業利益は前期に比べ４億６

千３百万円増益（20.8％増）の26億９千２百万円となりました。

経常利益は、前期に比べ１億９千７百万円増益（7.1％増）の29億８千９百万円となりましたが、親会社株主に帰属

する当期純利益は、前期に固定資産売却益を計上したこと、当期に北米子会社において固定資産の減損損失を計上

したことなどにより、前期に比べ１億４千５百万円減益（8.2％減）の16億４千万円となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、売上高はセグメント間の売上高を含んでおります。

〔日本〕

売上高648億９百万円（前年同期比2.6％増）、営業利益36億２千８百万円（同23.0％増）となりました。

〔北米〕

売上高68億２百万円（前年同期比13.7％減）、営業損失５億６千４百万円（前年同期は２億７千７百万円の営業

損失）となりました。

〔中国〕

売上高78億２千５百万円（前年同期比4.8％減）、営業利益６億９千３百万円（同15.4％減）となりました。

〔アジア〕

売上高106億７千７百万円（前年同期比5.2％増）、営業利益４億９千２百万円（同37.9％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

当連結会計年度末における流動資産は341億６千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億４千３百万円減少

（3.8％減）いたしました。これは主に受取手形及び売掛金の減少（14億７千万円）によるものであります。固定資

産は480億６千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億３千４百万円減少（1.3％減）いたしました。これは主

に有形固定資産の減少（４億３千７百万円）及び投資有価証券の減少（３億２千１百万円）によるものであります。

この結果、総資産は822億３千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億７千８百万円減少（2.3％減）いた

しました。

　（負債）

当連結会計年度末における流動負債は160億６千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億８千８百万円減少

（5.2％減）いたしました。これは主に電子記録債務の減少（４億８千１百万円）及び短期借入金の減少（３億１千

６百万円）によるものであります。固定負債は86億３千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億７千７百万

円減少（5.2％減）いたしました。これは主に繰延税金負債の減少（１億９千３百万円）、リース債務の減少（１億

１千１百万円）及び退職給付に係る負債の減少（１億７百万円）によるものであります。

この結果、負債合計は247億円となり、前連結会計年度末に比べ13億６千６百万円減少（5.2％減）いたしました。

　（純資産）

当連結会計年度末における純資産合計は575億３千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億１千２百万円減

少（1.1％減）いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金の減少（８億１百万円）、為替換算調整勘定の

減少（５億８千万円）、退職給付に係る調整累計額の減少（１億５千９百万円）及び利益剰余金の増加（10億２千

３百万円）によるものであります。

この結果、自己資本比率は65.6％（前連結会計年度末は64.7％）となりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、94億９百万円となり、前連結会計

年度末に比べ６億４千３百万円の減少（6.4％減）となりました。

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は53億４千９百万円（前年同期比38.3％増）となりました。これは主に、減価償却

費34億１千６百万円、税金等調整前当期純利益28億１千３百万円、売上債権の減11億６千４百万円などの資金の増

加とたな卸資産の増７億２千４百万円などの資金の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は42億７千５百万円（前年同期比5.3％減）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出35億４千６百万円、投資有価証券の取得による支出８億３百万円などの資金の減少によるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は15億６千３百万円（前年同期比58.6％減）となりました。これは主に、配当金の

支払額６億２千６百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出３億９千万円、短期借入金の減少２億９千

７百万円などの資金の減少によるものであります。

（４）今後の見通し

国内外の自動車販売は、当期に引続き新型コロナウイルス蔓延の影響を受け、需要の落ち込みが激しく、大幅な

生産台数の減少を予想しています。

このような状況のなか、当社グループにおきましては、主要な取引先の稼動体制に合せて生産計画を柔軟に見直

すとともに、原価低減活動のさらなる推進により、生産ロスコストをミニマム化してまいります。また、ＥＶ関連

製品の開発や自動車以外の分野へのビジネス拡大も進めます。

次期の業績見通しにつきましては、今後の経済環境が見通せないため、公表を差し控えさせていただきますが、

国内外の経済環境が正常化され、業績見通しが可能となった時点で適宜公表いたします。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の企業間の比較可能性などを考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成す

る方針であります。

なお、今後につきましては、国内の同業他社のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の適用動向等を踏まえ、ＩＦＲＳ

の適用について検討を進めていく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,263,472 9,479,883

受取手形及び売掛金 12,838,181 11,367,206

電子記録債権 2,840,773 2,905,714

商品及び製品 2,420,657 2,752,771

仕掛品 1,000,507 1,006,105

原材料及び貯蔵品 4,883,428 5,078,034

未収入金 426,384 614,209

その他 850,960 976,568

貸倒引当金 △13,061 △12,996

流動資産合計 35,511,303 34,167,497

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 29,256,130 29,150,386

減価償却累計額 △22,468,179 △22,861,925

建物及び構築物（純額） 6,787,951 6,288,460

機械装置及び運搬具 60,741,027 61,491,631

減価償却累計額 △51,273,980 △51,479,912

機械装置及び運搬具（純額） 9,467,047 10,011,718

土地 9,325,255 9,281,385

建設仮勘定 2,259,078 1,754,569

その他 9,844,177 10,105,646

減価償却累計額 △8,897,301 △9,092,727

その他（純額） 946,876 1,012,918

有形固定資産合計 28,786,209 28,349,052

無形固定資産

のれん 1,600 －

その他 322,215 269,625

無形固定資産合計 323,816 269,625

投資その他の資産

投資有価証券 16,621,319 16,300,303

長期前払費用 421,313 393,618

繰延税金資産 365,901 288,973

退職給付に係る資産 1,961,960 2,253,900

その他 292,411 282,020

貸倒引当金 △69,135 △68,368

投資その他の資産合計 19,593,770 19,450,447

固定資産合計 48,703,795 48,069,125

資産合計 84,215,099 82,236,622
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,619,091 8,629,923

電子記録債務 2,001,874 1,520,517

短期借入金 930,194 613,900

1年内返済予定の長期借入金 55,862 －

リース債務 380,949 181,844

未払金 514,576 740,924

未払費用 1,793,164 1,619,639

未払法人税等 341,427 368,746

賞与引当金 1,596,314 1,635,348

役員賞与引当金 84,095 75,776

製品保証引当金 19,139 17,987

その他 616,607 659,697

流動負債合計 16,953,297 16,064,306

固定負債

長期借入金 2,800,000 2,800,000

リース債務 313,018 201,822

繰延税金負債 4,020,900 3,827,026

役員退職慰労引当金 247,815 203,204

退職給付に係る負債 1,492,497 1,385,335

資産除去債務 125,974 128,856

その他 113,621 90,127

固定負債合計 9,113,827 8,636,374

負債合計 26,067,124 24,700,680

純資産の部

株主資本

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金 11,056,764 11,056,764

利益剰余金 24,743,855 25,767,393

自己株式 △577,593 △610,760

株主資本合計 46,060,234 47,050,606

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,799,952 8,998,054

為替換算調整勘定 △716,798 △1,296,911

退職給付に係る調整累計額 △673,507 △833,381

その他の包括利益累計額合計 8,409,646 6,867,761

非支配株主持分 3,678,093 3,617,574

純資産合計 58,147,975 57,535,942

負債純資産合計 84,215,099 82,236,622
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 83,017,352 83,394,656

売上原価 72,350,086 72,370,417

売上総利益 10,667,266 11,024,239

販売費及び一般管理費 8,439,014 8,332,223

営業利益 2,228,252 2,692,015

営業外収益

受取利息 19,861 17,686

受取配当金 565,014 579,000

為替差益 133,506 －

その他 166,198 102,242

営業外収益合計 884,580 698,929

営業外費用

支払利息 92,728 47,538

固定資産除売却損 41,015 22,069

為替差損 － 298,568

ＰＣＢ処理費用 69,460 －

災害による損失 58,738 －

その他 59,075 32,970

営業外費用合計 321,018 401,145

経常利益 2,791,814 2,989,799

特別利益

固定資産売却益 138,839 －

特別利益合計 138,839 －

特別損失

減損損失 3,842 164,802

関係会社清算損 － 11,301

特別損失合計 3,842 176,104

税金等調整前当期純利益 2,926,812 2,813,695

法人税、住民税及び事業税 675,471 707,791

法人税等調整額 179,999 229,344

法人税等合計 855,470 937,136

当期純利益 2,071,342 1,876,558

非支配株主に帰属する当期純利益 285,597 236,404

親会社株主に帰属する当期純利益 1,785,744 1,640,153
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当期純利益 2,071,342 1,876,558

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,070,595 △813,924

為替換算調整勘定 △65,802 △707,558

退職給付に係る調整額 △293,569 △154,788

その他の包括利益合計 △1,429,967 △1,676,271

包括利益 641,374 200,287

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 414,506 98,141

非支配株主に係る包括利益 226,867 102,145
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 10,837,208 11,038,654 23,647,063 △572,950 44,949,975

当期変動額

剰余金の配当 △688,952 △688,952

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,785,744 1,785,744

自己株式の取得 △4,642 △4,642

連結子会社株式の取

得による持分の増減
18,110 18,110

連結子会社の清算に

よる増減
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － 18,110 1,096,791 △4,642 1,110,259

当期末残高 10,837,208 11,056,764 24,743,855 △577,593 46,060,234

その他の包括利益累計額
非支配

株主持分
純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 10,848,346 △697,345 △370,117 9,780,883 3,831,692 58,562,551

当期変動額

剰余金の配当 △688,952

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,785,744

自己株式の取得 △4,642

連結子会社株式の取

得による持分の増減
18,110

連結子会社の清算に

よる増減
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△1,048,394 △19,453 △303,390 △1,371,237 △153,598 △1,524,836

当期変動額合計 △1,048,394 △19,453 △303,390 △1,371,237 △153,598 △414,576

当期末残高 9,799,952 △716,798 △673,507 8,409,646 3,678,093 58,147,975
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当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 10,837,208 11,056,764 24,743,855 △577,593 46,060,234

当期変動額

剰余金の配当 △626,196 △626,196

親会社株主に帰属

する当期純利益
1,640,153 1,640,153

自己株式の取得 △33,167 △33,167

連結子会社株式の取

得による持分の増減
－

連結子会社の清算に

よる増減
9,581 9,581

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

当期変動額合計 － － 1,023,538 △33,167 990,371

当期末残高 10,837,208 11,056,764 25,767,393 △610,760 47,050,606

その他の包括利益累計額
非支配

株主持分
純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 9,799,952 △716,798 △673,507 8,409,646 3,678,093 58,147,975

当期変動額

剰余金の配当 △626,196

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,640,153

自己株式の取得 △33,167

連結子会社株式の取

得による持分の増減
－

連結子会社の清算に

よる増減
9,581

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△801,897 △580,113 △159,873 △1,541,884 △60,519 △1,602,404

当期変動額合計 △801,897 △580,113 △159,873 △1,541,884 △60,519 △612,032

当期末残高 8,998,054 △1,296,911 △833,381 6,867,761 3,617,574 57,535,942
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,926,812 2,813,695

減価償却費 3,410,231 3,416,674

減損損失 3,842 164,802

のれん償却額 6,401 1,600

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,395 △1,152

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △749,000 △547,676

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,031 48,873

受取利息及び受取配当金 △584,876 △596,687

支払利息 92,728 47,538

為替差損益（△は益） △55,021 79,755

有形固定資産除却損 38,841 16,613

売上債権の増減額（△は増加） 41,506 1,164,961

たな卸資産の増減額（△は増加） △731,989 △724,193

仕入債務の増減額（△は減少） △87,825 △301,365

未払金の増減額（△は減少） △38,350 114,685

その他 △330,961 △258,945

小計 3,944,976 5,439,180

利息及び配当金の受取額 584,876 596,687

利息の支払額 △93,589 △48,083

助成金の受取額 62,825 44,016

法人税等の支払額 △631,973 △682,526

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,867,115 5,349,274

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 △200,165 △10,000

定期預金の払戻による収入 177,765 143,280

有形固定資産の取得による支出 △3,957,643 △3,546,671

有形固定資産の売却による収入 208,074 7,323

無形固定資産の取得による支出 △87,951 △56,781

投資有価証券の取得による支出 △645,264 △803,508

貸付けによる支出 △19,100 △29,016

貸付金の回収による収入 30,003 31,749

その他 △18,589 △11,559

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,512,869 △4,275,184
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

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） △214,200 △297,663

長期借入れによる収入 2,500,000 －

長期借入金の返済による支出 △4,554,746 △53,142

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △452,764 △390,229

自己株式の取得による支出 △4,642 △33,167

配当金の支払額 △687,820 △626,714

非支配株主への配当金の支払額 △130,364 △162,665

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△231,991 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,776,530 △1,563,582

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32 △154,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,422,316 △643,933

現金及び現金同等物の期首残高 14,476,133 10,053,817

現金及び現金同等物の期末残高 10,053,817 9,409,883
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（５）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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検証を行う対象となっているものであります。

当社グループは、主に自動車部品等を生産・販売しており、国内においては当社及び国内子会社が、海外において

は北米、中国、アジア（台湾、タイ、インドネシア）等の各地域を各海外子会社が、それぞれ担当しております。各

子会社の取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、

「北米」、「中国」及び「アジア」の４つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、自動車部品等

の他、住宅機器、電子機器及びその他の製品を生産・販売しております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計処理の原則及

び手続に準拠した方法であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 59,493,944 7,886,048 6,621,959 9,015,400 83,017,352

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,658,778 157 1,596,335 1,133,737 6,389,009

計 63,152,722 7,886,205 8,218,295 10,149,138 89,406,362

セグメント利益又は損失（△） 2,949,682 △277,576 819,479 357,542 3,849,128

セグメント資産 66,314,714 3,748,685 7,643,079 8,140,002 85,846,482

その他の項目

減価償却費 2,215,340 230,900 384,673 428,623 3,259,537

のれんの償却額 － － 6,401 － 6,401

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,560,912 472,598 386,352 351,276 3,771,139
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当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 61,061,512 6,800,154 6,137,999 9,394,990 83,394,656

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,748,099 2,195 1,687,176 1,282,191 6,719,662

計 64,809,611 6,802,349 7,825,175 10,677,182 90,114,319

セグメント利益又は損失（△） 3,628,813 △564,811 693,298 492,886 4,250,185

セグメント資産 66,190,741 3,906,001 6,819,504 7,569,744 84,485,992

その他の項目

減価償却費 2,201,568 213,050 398,179 456,496 3,269,295

のれんの償却額 － － 1,600 － 1,600

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,291,721 370,567 374,983 657,361 3,694,634

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 89,406,362 90,114,319

セグメント間取引消去 △6,389,009 △6,719,662

連結財務諸表の売上高 83,017,352 83,394,656

　

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 3,849,128 4,250,185

未実現利益の消去等 7,192 △7,861

全社費用(注) △1,628,068 △1,550,308

連結財務諸表の営業利益 2,228,252 2,692,015

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 85,846,482 84,485,992

セグメント間取引消去 △4,105,202 △4,818,954

全社資産(注) 2,473,820 2,569,584

連結財務諸表の資産合計 84,215,099 82,236,622

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金（現金及び預金）、本社建物、投資有価証

券、全社設備等であります。
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(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 3,259,537 3,269,295 △7,488 △3,077 3,252,048 3,266,217

のれんの償却費 6,401 1,600 － － 6,401 1,600

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

3,771,139 3,694,634 165,188 21,827 3,936,327 3,716,462

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

減損損失 1,372 － 2,470 － 3,842

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

減損損失 － 164,802 － － 164,802
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり純資産額 8,698.13円 8,625.61円

１株当たり当期純利益 285.13円 262.03円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 58,147,975 57,535,942

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 3,678,093 3,617,574

(うち非支配株主持分(千円)) (3,678,093) (3,617,574)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 54,469,881 53,918,367

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株)

6,262,255 6,250,966

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,785,744 1,640,153

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

1,785,744 1,640,153

普通株式の期中平均株式数(株) 6,262,810 6,259,314
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(重要な後発事象)

（コミットメントラインの契約締結について）

当社は、2020年3月30日開催の取締役会において、新型コロナウイルス感染拡大に伴う売上減による資金繰り悪化

リスクに機動的に対応するため、以下の内容のコミットメントライン契約を締結することを決議し、2020年4月21付

で契約を締結いたしました。

なお、現時点において、当該契約による借入の実行はありません。

（契約の内容）

１． 借入先 株式会社三菱UFJ銀行

２． コミットメントラインの総額 3,000,000千円

３． 契約締結日 2020年4月21日

４． 借入の使途 運転資金

５． コミットメント期間 2020年4月24日から2021年4月23日

６． 借入条件 変動金利（TIBOR＋0.10%）

７． 担保の状況 無担保

８． 財務制限条項 (1) 2020年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人
　 の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2019年3月
　 決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度
　 決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の
　 75％以上に維持すること。
(2) 2020年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人
　 の連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しない
　 こと。

（開示の省略）

連結包括利益計算書関係、リース取引関係、関連当事者情報、税効果会計関係、金融商品関係、有価証券関係、

デリバティブ取引関係、退職給付関係、企業結合等関係、資産除去債務関係、賃貸等不動産関係に関する注記事項

については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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- 参考１- 

２０２０年３月期                              ２０２０年４月２８日 
決算発表（参考資料）                                       

                                                             

 

 
        （金額単位：百万円、単位未満切捨て） 

（１）連結決算の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）営業利益の増減要因 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 央 発 條 株 式 会 社 
    コード番号５９９２ 
     東証・名証第１部 

（ 百万円 ）

0

2,228

＋400

2,628

売
上
数
量
の
増

3,732

増
益

＋1,104

減
益

△1,040 2,692

１8年度
通期

１9年度
通期

＋463

（百万円）
〔売上高・営業利益〕換算為替レート

  　('19/4～'20/3)  108.95円／$

  　('18/4～'19/3)  111.07円／$

〔営業外損益〕債権債務期末評価為替レート（期末）

  　('19/3) 110.99 → ('20/3) 108.83円／$ 　 差 △2.16円（円高）

  　('18/3) 106.24 → ('19/3) 110.99円／$ 　 差 ＋4.75円（円安）

　

0

  差 △2.12円（円高）

83, 394
83, 017

2, 692
（3. 2％）

2,791

1,785

2,228
(2. 7%)

2, 989

＋377(＋0.5%)

＋463
(+20. 8%)

＋197
(+7. 1%)

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, 640

１8年度
通期

１9年度
通期

１8年度
通期

１9年度
通期

１8年度
通期

１9年度
通期

１8年度
通期

１9年度
通期

△145
(△8. 2%)

※ ＋1,104 の内訳

（増益） 合理化改善 ＋1,104

　　　　・生産性向上による労務費・稼働費低減

　　　　・スクラップ低減等による原材料費低減

　　　　・その他経費減 等

合計 ＋1,104

※　△1,040 の内訳

（減益） 売価変動 △500

新型コロナウイルスに
よる影響

△310

北米ビジネス構造転換
に伴う固定費増

△230

合計 △1,040



- 参考２- 

        （金額単位：百万円、単位未満切捨て） 

 (３）経常利益の増減要因 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）親会社株主に帰属する当期純利益の増減要因 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（５）連結の範囲 
       連結子会社数  ２０社（海外１０社、国内１０社） 

 

（６）連結財政状態                                              (百万円) 

 当期末 前期末 増減 

総 資 産 82,236 84,215 △1,978 

純 資 産 57,535 58,147 △612 

自 己 資 本 比 率 ( ％ ) 65.6 64.7 ＋0.9ﾎﾟｲﾝﾄ 
 

（７）配当の状況 

 ２０２０年３月期 ２０１９年３月期 

1株当たり年間配当金 １００円００銭 １００円００銭 
 

（８）製品別売上高                                              (百万円) 

 ２０２０年３月期 ２０１９年３月期 増減 

シ ャ シ ば ね 30,216 (36.2) 27,566 (33.2) ＋2,649 (＋9.6) 

精 密 ば ね 22,138 (26.5) 21,831 (26.3) ＋306 (＋1.4) 

ケ ー ブ ル 16,024 (19.2) 18,443 (22.2) △2,418 (△13.1) 

そ の 他 15,015 (18.1) 15,175 (18.3) △159 (△1.1) 

合      計 83,394 (100.0) 83,017 (100.0) ＋377 (＋0.5) 
 

（９）設備投資実績（有形固定資産）                    (百万円) 

 ２０２０年３月期 ２０１９年３月期 

設 備 投 資 額      3,659      3,848 

減 価 償 却 費      3,294      3,313 
 

（ 百万円 ）

0

＋463

△265 2,989

営
業
利
益
の
増

3,254

１8年度
通期

１9年度
通期

2,791

＋197

※　△２６５　の内訳

（増益） 支払利息の減 ＋45

その他

（減益） 為替差損益

受取保険金の減 △53

合計

＋175

△432

△265

（ 百万円 ）

0

＋197

△342
1,640

経
常
利
益
の
増

1,982

１8年度
通期

１9年度
通期

1,785

△145

※　△３４２ の内訳

（増益）

（減益） 減損損失の増 △161

△138

税金費用の増 △81

子会社清算損 △11

合計 △342

非支配株主に帰属する

当期純利益の減
＋49

前期固定資産売却益計上


