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(百万円未満四捨五入)

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)

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の所有
者に帰属する
四半期利益

四半期包括利
益合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 115,160 △4.6 4,149 △24.2 4,112 △22.7 △59 － 296 △59.8 772 △63.7

2020年３月期第３四半期 120,684 △1.3 5,471 － 5,320 920.5 2,082 － 736 － 2,128 －

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2021年３月期第３四半期 12.35 －

2020年３月期第３四半期 30.65 －

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 127,051 60,202 48,274 38.0

2020年３月期 117,219 60,896 47,386 40.4

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 － 8.00 － － 8.00

2021年３月期 － 0.00 －

2021年３月期(予想) 8.00 8.00

(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)

売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益
親会社の所有
者に帰属する
当期利益

基本的１株当
たり当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 150,000 △3.0 4,200 323.3 4,100 408.3 △800 － △600 － △25.02

(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

新規 －社（社名） －

除外 －社（社名） －

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 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

（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) 2021年３月期３Ｑ 24,042,700株 2020年３月期 24,042,700株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 103,175株 2020年３月期 29,375株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年３月期３Ｑ 23,978,487株 2020年３月期３Ｑ 24,013,340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

１．詳細につきましては、本日公表の「2021年３月期 連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。

２．業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、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。実際の業績は様々な要因の変化により、記載の業績予想とは大きく異なる

結果となり得ますことをご承知おきください。

なお、上記予想に関する事項は、【添付資料】３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」をご参照ください。
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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の売上収益は、中国における受注の増加はあったものの、日本、米州及びアジアに

おける新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する受注の減少などにより、1,151億６千万円と前年同期に比べ55

億２千４百万円、4.6％の減収となりました。利益につきましては、営業利益は、受注の減少などにより、41億４

千９百万円と前年同期に比べ13億２千３百万円、24.2％の減益となりました。税引前四半期利益は、41億１千２

百万円と前年同期に比べ12億７百万円、22.7％の減益、親会社の所有者に帰属する四半期利益は、２億９千６百

万円と前年同期に比べ４億４千万円、59.8％の減益となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

（日本）

日本においては、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する受注の減少などにより、売上収益は、149億８千

７百万円と前年同期に比べ20億７千３百万円、12.2％の減収となりました。税引前四半期損失は、受注の減少は

あったものの、原価改善効果や減価償却費の減少などにより、13億２千５百万円と前年同期に比べ６億３千２百

万円の改善となりました。

（米州）

米州においては、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する受注の減少などにより、売上収益は、213億円と

前年同期に比べ62億１千５百万円、22.6％の減収となりました。税引前四半期損失は、受注の減少などにより、

51億９千９百万円と前年同期に比べ35億１千８百万円の悪化となりました。

（中国）

中国においては、八千代工業（中山）有限公司（中国）及び八千代工業（武漢）有限公司（中国）における受

注の増加により、売上収益は、447億２千１百万円と前年同期に比べ126億７千３百万円、39.5％の増収となりま

した。税引前四半期利益は、受注の増加や機種構成差及び原価改善効果などにより、96億７千８百万円と前年同

期に比べ44億５百万円、83.5％の増益となりました。

（アジア）

アジアにおいては、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する受注の減少などにより、売上収益は、341億５

千２百万円と前年同期に比べ99億９百万円、22.5％の減収となりました。税引前四半期利益は、受注の減少など

により、８億４千６百万円と前年同期に比べ27億４千１百万円、76.4％の減益となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　①資産、負債及び資本の状況

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、1,270億５千１百万円と前年度に比べ98億３千２百万円の増加とな

りました。増加した要因は、現金及び現金同等物が25億６千７百万円減少したものの、営業債権及びその他の債

権が122億９千万円増加したことなどによるものであります。

負債合計は、668億４千９百万円と前年度に比べ105億２千６百万円の増加となりました。増加した要因は、営

業債務及びその他の債務が55億３千８百万円増加したことなどによるものであります。

資本合計は、602億２百万円と前年度に比べ６億９千４百万円の減少となりました。減少した要因は、その他の

資本の構成要素が６億２千８百万円増加したものの、非支配持分が15億８千２百万円減少したことなどによるも

のであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前四半期利益41億

１千２百万円、減価償却費及び償却費53億６千２百万円、営業債務及びその他の債務の増加額57億４千２百万円

などはあったものの、営業債権及びその他の債権の増加額117億３千４百万円、有形固定資産の取得による支出60

億４千５百万円などにより、当第３四半期連結会計期間末における資金残高は225億５千４百万円となり、前年度

に比べ25億６千７百万円減少しました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの前年同期に対する増減要因は次の

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、税引前四半期利益41億１千２百万円、減価償却費及び償却費53億６千２百万

円、営業債務及びその他の債務の増加額57億４千２百万円などはあったものの、営業債権及びその他の債権の増

加額117億３千４百万円などにより、前年同期に比べ42億８千８百万円減少し、33億５千万円（前年同期は76億３

千９百万円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得による支出60億４千５百万円などはあったものの、定期

預金の払戻12億６千２百万円などにより、前年同期に比べ40億８千９百万円減少し、51億６百万円（前年同期は

91億９千５百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は、短期借入金の純増額19億４千２百万円などはあったものの、長期借入金の返

済による支出11億６千９百万円、非支配持分への配当金の支払額８億４千９百万円などにより、前年同期に比べ

41億２千６百万円増加し、11億５千１百万円（前年同期は29億７千４百万円の収入）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

2021年３月期の連結業績予想につきましては、2020年７月31日の決算発表時に公表いたしました業績予想を修

正いたしました。詳細につきましては、本日公表の「2021年３月期 連結業績予想及び配当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．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(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

流動資産

現金及び現金同等物 25,121 22,554

営業債権及びその他の債権 20,286 32,576

その他の金融資産 5,767 4,432

棚卸資産 9,509 10,777

その他の流動資産 1,487 1,223

流動資産合計 62,171 71,562

非流動資産

有形固定資産 46,896 47,399

無形資産及びのれん 3,238 3,000

使用権資産 595 657

その他の金融資産 1,918 1,888

繰延税金資産 1,818 1,952

退職給付に係る資産 288 291

その他の非流動資産 296 301

非流動資産合計 55,048 55,489

資産合計 117,219 127,051
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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)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 17,907 23,445

借入金 12,913 15,087

その他の金融負債 681 626

未払法人所得税 1,008 1,406

引当金 1,450 4,303

その他の流動負債 4,197 4,407

流動負債合計 38,155 49,273

非流動負債

借入金 7,000 5,500

その他の金融負債 500 443

退職給付に係る負債 6,266 6,645

繰延税金負債 4,115 4,706

その他の非流動負債 288 281

非流動負債合計 18,168 17,576

負債合計 56,323 66,849

資本

資本金 3,686 3,686

資本剰余金 3,488 3,488

利益剰余金 40,469 40,765

自己株式 △25 △60

その他の資本の構成要素 △232 396

親会社の所有者に帰属する持分合計 47,386 48,274

非支配持分 13,510 11,927

資本合計 60,896 60,202

負債及び資本合計 117,219 127,051
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

(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)

売上収益 120,684 115,160

売上原価 △103,448 △97,476

売上総利益 17,236 17,685

販売費及び一般管理費 △9,165 △11,049

研究開発費 △2,813 △2,495

その他の収益 366 246

その他の費用 △153 △238

営業利益 5,471 4,149

金融収益 292 198

金融費用 △444 △234

税引前四半期利益 5,320 4,112

法人所得税費用 △3,238 △4,171

四半期利益（損失） 2,082 △59

四半期利益（損失）の帰属

親会社の所有者 736 296

非支配持分 1,346 △355

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 30.65 12.35
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要約四半期連結包括利益計算書

(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)

四半期利益（損失） 2,082 △59

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産の純変動

530 △11

純損益に振り替えられることのない項目
合計

530 △11

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △484 841

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

△484 841

その他の包括利益合計 46 830

四半期包括利益 2,128 772

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 685 924

非支配持分 1,443 △152
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

2019年４月１日残高 3,686 3,488 44,403 △25

四半期包括利益

四半期利益（損失） 736

その他の包括利益

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資
産の純変動

在外営業活動体の換算差額

四半期包括利益合計 － － 736 －

所有者との取引等

自己株式の取得 △0

剰余金の配当 △384

支配継続子会社に対する持
分変動

株式報酬取引

所有者との取引等合計 － － △384 △0

2019年12月31日残高 3,686 3,488 44,755 △25

2020年４月１日残高 3,686 3,488 40,469 △25

四半期包括利益

四半期利益（損失） 296

その他の包括利益

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資
産の純変動

在外営業活動体の換算差額

四半期包括利益合計 － － 296 －

所有者との取引等

自己株式の取得 △35

剰余金の配当

支配継続子会社に対する持
分変動

△5

株式報酬取引 5

所有者との取引等合計 － △0 － △35

2020年12月31日残高 3,686 3,488 40,765 △60
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(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

合計

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定する金融資
産の純変動

在外営業
活動体の
換算差額

合計

2019年４月１日残高 124 1,481 1,605 53,157 14,319 67,477

四半期包括利益

四半期利益（損失） 736 1,346 2,082

その他の包括利益

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資
産の純変動

530 530 530 530

在外営業活動体の換算差額 △581 △581 △581 97 △484

四半期包括利益合計 530 △581 △51 685 1,443 2,128

所有者との取引等

自己株式の取得 △0 △0

剰余金の配当 △384 △1,387 △1,771

支配継続子会社に対する持
分変動

－ －

株式報酬取引 － －

所有者との取引等合計 － － － △384 △1,387 △1,772

2019年12月31日残高 653 900 1,554 53,458 14,375 67,833

2020年４月１日残高 826 △1,058 △232 47,386 13,510 60,896

四半期包括利益

四半期利益（損失） 296 △355 △59

その他の包括利益

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資
産の純変動

△11 △11 △11 △11

在外営業活動体の換算差額 638 638 638 203 841

四半期包括利益合計 △11 638 628 924 △152 772

所有者との取引等

自己株式の取得 △35 △35

剰余金の配当 － △849 △849

支配継続子会社に対する持
分変動

△5 △581 △586

株式報酬取引 5 5

所有者との取引等合計 － － － △35 △1,430 △1,465

2020年12月31日残高 816 △420 396 48,274 11,927 60,202
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 5,320 4,112

減価償却費及び償却費 5,449 5,362

金融収益 △292 △198

金融費用 444 234

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △2,833 △11,734

棚卸資産の増減額(△は増加) △791 △1,279

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 2,356 5,742

引当金の増減額(△は減少) △541 2,991

退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 395 376

退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 128 △4

その他(純額) 943 904

小計 10,576 6,507

利息及び配当金の受取額 292 198

利息の支払額 △166 △67

法人所得税の支払額又は還付額 △3,063 △3,287

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,639 3,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △8,241 △6,045

有形固定資産の売却による収入 153 105

無形資産の取得による支出 △610 △426

定期預金の預入又は払戻(純額) △485 1,262

その他(純額) △12 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,195 △5,106

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) △909 1,942

長期借入れによる収入 8,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,954 △1,169

自己株式の取得による支出 △0 △35

親会社の所有者への配当金の支払額 △384 －

非支配持分への配当金の支払額 △1,387 △849

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

－ △586

その他(純額) △392 △453

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,974 △1,151

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,418 △2,907

現金及び現金同等物に係る換算差額 △149 340

現金及び現金同等物の期首残高 20,470 25,121

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,739 22,554

　



八千代工業株式会社(7298) 2021年３月期 第３四半期決算短信

― 11 ―

（５）要約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。

　

（セグメント情報等）

セグメント収益及び業績

当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は次のとおりであります。

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）

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 連結
日本 米州 中国 アジア

その他の
地域

計

売上収益

外部顧客への売上収益 17,060 27,515 32,048 44,062 － 120,684 － 120,684

セグメント間の内部売上収益 8,065 3 1,071 816 39 9,994 △9,994 －

合計 25,124 27,518 33,119 44,878 39 130,678 △9,994 120,684

セグメント利益
（税引前四半期利益又は損失）

△1,957 △1,681 5,273 3,587 2 5,224 96 5,320

(注) １ 「調整額」の内容は、次のとおりであります。

(1) 売上収益の調整額は、セグメント間の内部売上収益であります。

(2) セグメント利益の調整額は、主にセグメント間取引の消去であります。

２ セグメント間の内部売上収益は、市場実勢価格に基づいております。

　

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）

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 連結
日本 米州 中国 アジア

その他の
地域

計

売上収益

外部顧客への売上収益 14,987 21,300 44,721 34,152 － 115,160 － 115,160

セグメント間の内部売上収益 6,221 57 1,100 680 2 8,060 △8,060 －

合計 21,207 21,357 45,821 34,832 2 123,220 △8,060 115,160

セグメント利益
（税引前四半期利益又は損失）

△1,325 △5,199 9,678 846 0 4,000 112 4,112

(注) １ 「調整額」の内容は、次のとおりであります。

(1) 売上収益の調整額は、セグメント間の内部売上収益であります。

(2) セグメント利益の調整額は、主にセグメント間取引の消去であります。

２ セグメント間の内部売上収益は、市場実勢価格に基づいております。

　


