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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 4,014 △15.2 △280 ― △291 ― △393 ―

2020年３月期第３四半期 4,731 △23.9 △268 ― △278 ― △225 ―

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 △584百万円 ( ―％) 2020年３月期第３四半期 △314百万円 ( ―％)

　

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３四半期 △65.57 ―

2020年３月期第３四半期 △37.64 ―
　

（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 8,441 3,518 31.6

2020年３月期 8,287 4,103 37.8

(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 2,666百万円 2020年３月期 3,133百万円

　

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 　― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年３月期 ― 0.00 ―

2021年３月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

　

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 5,500 △13.4 △250 ― △230 ― △310 ― △51.71

(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 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 ： 有

(注）詳細は添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注

記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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 6,000,000株 2020年３月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 4,827株 2020年３月期 4,827株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 5,995,173株 2020年３月期３Ｑ 5,995,173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の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、業績予

想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきましては、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わが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により景気の停滞感が鮮

明になりました。これまで持ち直しの動きも見られましたが、国内外における感染の再拡大を受け、先行きの不透

明感が再び強まっております。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、コロナ禍の影響を受けた後、自動車販売台数に回復の傾向

が見られましたが、感染の再拡大や半導体の供給不足の影響により、予断を許さない状況となっております。

このような状況のなか、当社グループは、事業の継続及び従業員の安全を最優先事項とし、徹底した新型コロナ

ウイルスの感染防止策を行ってまいりました。また、予算管理制度を通じた経費の削減や人員配置の適正化を含め

た固定費の削減に取り組んでおります。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、主にお客様の減産や操業停止の影響により、4,014百万円

（前年同期比15.2％減）と大幅な減収となりました。利益面では、売上高の減少等により、営業損失280百万円（前

年同期は268百万円の営業損失）、経常損失291百万円（前年同期は278百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する

四半期純損失393百万円（前年同期は225百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）を計上しました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における資産の合計は、8,441百万円（前連結会計年度末8,287百万円）となり、153百

万円増加しました。流動資産は4,260百万円となり110百万円増加し、固定資産は4,181百万円となり42百万円増加し

ました。

当第３四半期連結会計期間末における負債の合計は、4,923百万円（前連結会計年度末4,184百万円）となり、738

百万円増加しました。流動負債は4,045百万円となり1,090百万円増加し、固定負債は877百万円となり352百万円減

少しました。

当第３四半期連結会計期間末における純資産の合計は、3,518百万円（前連結会計年度末4,103百万円）となり、

584百万円減少しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期連結業績予想につきましては、2020年11月２日に公表いたしました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 975,492 1,175,430

受取手形及び売掛金 880,579 823,131

電子記録債権 591,130 759,757

商品及び製品 99,275 107,390

仕掛品 424,026 379,158

原材料及び貯蔵品 757,964 550,826

未収入金 356,391 390,052

その他 64,295 74,258

流動資産合計 4,149,156 4,260,004

固定資産

有形固定資産

建物 3,045,333 2,997,987

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,889,941 △1,923,064

建物（純額） 1,155,392 1,074,923

構築物 179,988 179,988

減価償却累計額 △146,287 △148,743

構築物（純額） 33,701 31,244

機械及び装置 6,149,526 5,907,832

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,352,645 △4,491,562

機械及び装置（純額） 1,796,881 1,416,270

車両運搬具 23,686 22,981

減価償却累計額及び減損損失累計額 △17,879 △19,152

車両運搬具（純額） 5,807 3,828

工具、器具及び備品 541,366 550,972

減価償却累計額及び減損損失累計額 △444,024 △460,812

工具、器具及び備品（純額） 97,342 90,159

土地 246,986 239,963

リース資産 353,773 495,143

減価償却累計額及び減損損失累計額 △148,975 △160,274

リース資産（純額） 204,797 334,869

建設仮勘定 161,739 554,043

有形固定資産合計 3,702,647 3,745,303

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 2,346 2,475

その他 847 847

無形固定資産合計 8,087 8,215
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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)

投資その他の資産

投資有価証券 34,990 39,997

長期前払費用 1,054 8

退職給付に係る資産 264,404 276,610

繰延税金資産 28,830 29,433

その他 98,474 81,604

投資その他の資産合計 427,754 427,656

固定資産合計 4,138,488 4,181,175

資産合計 8,287,644 8,441,180

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 331,250 303,493

短期借入金 870,000 2,469,415

1年内返済予定の長期借入金 167,972 46,152

リース債務 46,080 34,114

未払金及び未払費用 1,385,271 1,092,277

未払法人税等 5,344 7,702

賞与引当金 131,003 62,695

役員賞与引当金 3,606 874

その他 14,080 28,641

流動負債合計 2,954,608 4,045,366

固定負債

長期借入金 959,921 100,000

リース債務 187,218 665,496

長期未払金 5,970 5,970

繰延税金負債 60,115 67,413

退職給付に係る負債 16,783 38,822

固定負債合計 1,230,009 877,702

負債合計 4,184,618 4,923,068

純資産の部

株主資本

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 621,796 621,796

利益剰余金 1,933,602 1,540,487

自己株式 △1,808 △1,808

株主資本合計 3,268,589 2,875,475

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,566 6,205

為替換算調整勘定 △85,054 △160,688

退職給付に係る調整累計額 △52,366 △54,477

その他の包括利益累計額合計 △134,854 △208,960

非支配株主持分 969,291 851,596

純資産合計 4,103,026 3,518,111

負債純資産合計 8,287,644 8,441,180

　



株式会社タツミ(7268) 2021年３月期 第３四半期決算短信

5　 ― ―

（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 4,731,712 4,014,407

売上原価 4,464,349 3,847,388

売上総利益 267,362 167,018

販売費及び一般管理費 536,098 447,285

営業損失（△） △268,736 △280,266

営業外収益

受取利息 4,147 2,349

受取配当金 3,793 1,617

助成金収入 - 46,082

その他 4,551 7,191

営業外収益合計 12,493 57,240

営業外費用

支払利息 10,626 31,721

為替差損 9,105 23,333

その他 2,669 12,970

営業外費用合計 22,401 68,025

経常損失（△） △278,644 △291,050

特別利益

固定資産売却益 7,817 7,179

投資有価証券売却益 20,880 490

その他 1,300 -

特別利益合計 29,998 7,670

特別損失

固定資産除却損 2,299 15,121

事業構造改善費用 - 142,040

借入金繰上返済費用 - 14,441

その他 1,174 -

特別損失合計 3,474 171,602

税金等調整前四半期純損失（△） △252,120 △454,983

法人税等 9,598 10,360

四半期純損失（△） △261,719 △465,344

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △36,083 △72,229

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △225,636 △393,114
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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)

四半期純損失（△） △261,719 △465,344

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,227 3,638

為替換算調整勘定 △42,479 △121,098

退職給付に係る調整額 △11,730 △2,111

その他の包括利益合計 △52,983 △119,571

四半期包括利益 △314,703 △584,915

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △263,574 △467,220

非支配株主に係る四半期包括利益 △51,128 △117,694
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)

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（△） △252,120 △454,983

減価償却費 267,539 282,866

有形固定資産除却損 2,299 15,121

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △35,084 △12,206

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 935 23,425

賞与引当金の増減額（△は減少） △97,778 △68,308

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,654 △2,731

受取利息及び受取配当金 △7,941 △3,966

支払利息 10,626 31,721

為替差損益（△は益） 19 72

有形固定資産売却損益（△は益） △7,817 △7,179

投資有価証券売却損益（△は益） △20,880 △490

事業構造改善費用 - 142,040

借入金繰上返済費用 - 14,441

売上債権の増減額（△は増加） 120,809 △177,987

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,139 214,766

仕入債務の増減額（△は減少） △35,178 △8,364

未払金の増減額（△は減少） 58,271 △177,998

その他の流動資産の増減額（△は増加） △69,266 20,127

その他の流動負債の増減額（△は減少） △12,509 52,620

小計 △113,868 △117,014

利息及び配当金の受取額 7,939 3,970

利息の支払額 △10,288 △29,932

割増退職金の支払額 - △3,008

事業構造改善費用の支払額 - △136,540

借入金繰上返済費用の支払額 - △14,441

法人税等の支払額 △3,684 △7,911

営業活動によるキャッシュ・フロー △119,901 △304,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 - 150,000

有形固定資産の取得による支出 △339,187 △569,671

有形固定資産の売却による収入 56,549 16,743

無形固定資産の取得による支出 △365 △739

投資有価証券の取得による支出 △192 △188

投資有価証券の売却による収入 52,910 905

投資その他の資産の増減額（△は増加） 7,488 24,676

投資活動によるキャッシュ・フロー △222,795 △378,273

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） 110,000 1,613,605

長期借入金の返済による支出 △180,081 △981,741

リース債務の増加による収入 - 495,247

リース債務の返済による支出 △32,308 △73,180

配当金の支払額 △71,967 △239

財務活動によるキャッシュ・フロー △174,357 1,053,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,206 △20,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △523,261 349,937

現金及び現金同等物の期首残高 1,737,973 825,492

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,214,711 1,175,430
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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。

（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してお

ります。

（セグメント情報等）

　 セグメント情報

　 当社グループは、自動車用部品事業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

（追加情報）

前連結会計年度の決算短信の（追加情報）に記載した、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む

仮定について重要な変更はありません。

　


