
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年５月14日

上 場 会 社 名 株式会社ＩＪＴＴ 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 7315 URL https://www.ijtt.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名)伊藤 一彦
問合せ先責任者 (役職名) 管理部門統括補佐 (氏名)佐藤 康隆 (TEL)045-777-5560
定時株主総会開催予定日 2021年６月25日 配当支払開始予定日 2021年６月28日
有価証券報告書提出予定日 2021年６月25日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有

決算説明会開催の有無 ： 無

(百万円未満切捨て)
１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021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 ％

2021年３月期 143,705 △16.3 1,277 △80.1 1,474 △78.6 830 △83.3

2020年３月期 171,683 △1.9 6,419 △17.0 6,894 △19.8 4,965 △19.6
(注) 包括利益 2021年３月期 2,401百万円(△31.8％) 2020年３月期 3,519百万円(△41.5％)
　

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 ％ ％ ％

2021年３月期 17.73 － 1.1 1.2 0.9

2020年３月期 104.68 － 6.9 5.8 3.7
(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 75百万円 2020年３月期 365百万円
　

※海外連結子会社であるIJTT（Thailand）Co.,Ltd.及びPT.Jidosha Buhin Indonesiaは、前期において決算期変更を実
施したことにより、前連結会計年度は15ヶ月の変則決算となり、前連結会計年度は2019年１月１日から2020年３月
31日の15ヶ月間の個別決算数値を連結しております。

　

（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 123,238 80,216 60.1 1,579.68

2020年３月期 115,238 78,436 63.4 1,559.22
(参考) 自己資本 2021年３月期 74,108百万円 2020年３月期 73,042百万円

（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

2021年３月期 7,139 △7,877 2,855 13,439

2020年３月期 7,899 △8,907 △4,497 10,817

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 ％ ％

2020年３月期 － 9.00 － 9.00 18.00 852 17.2 1.2

2021年３月期 － 4.00 － 6.00 10.00 469 56.4 0.6

2022年３月期(予想) － 10.00 － 10.00 20.00 17.4
　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 138,000 ― 7,300 471.5 7,800 429.1 5,400 550.2 115.10
※2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年３月30日）等を適用予定であ

り、当該基準に基づいた予想値となっております。このため、当該基準適用前の2021年３月期の売上高の実績値に
対する増減率は記載しておりません。当該基準適用後の通期増減率につきましては、添付３ページ「1.経営成績等
の概況（4）今後の見通し」をご参照ください。

　　



※ 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

　 新規 ―社 (社名)― 、除外 －社 (社名)―
　

期中における重要な子会社の異動に関する注記
　

（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
　

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示に関する注記
　

（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 49,154,282株 2020年３月期 49,154,282株

② 期末自己株式数 2021年３月期 2,240,376株 2020年３月期 2,308,881株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 46,850,479株 2020年３月期 47,434,852株
　

発行済株式数に関する注記
　

※ 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。

・決算補足説明資料は、2021年５月14日（金）に当社ウェブサイトにて掲載します。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、経済活動は大きく停

滞し、企業収益悪化に伴う設備投資の減少、雇用・所得環境の悪化や個人消費の低迷等、景気は大幅に落ち込みま

した。その後は、社会経済活動の段階的な引き上げにより持ち直しの動きも見られたものの、感染症の再拡大によ

り緊急事態宣言が再発出されるなど、依然として収束が見通せない状況が続きました。

トラック市場におきましては、国内では新型コロナウイルス感染症の拡大による市場低迷等により前半期は需要

が減少しましたが、後半期は順調に回復したものの通期の需要は減少しました。海外では新型コロナウイルス感染

症の世界的な拡大による工場の稼働停止や市場低迷等により、インドネシアをはじめとするアセアン地域を中心に

需要が大幅に減少しましたが、タイでは回復が早く第２四半期以降は堅調に推移し、通期ではほぼ前年並みの需要

となりました。

建設機械市場におきましては、国内では新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、需要はほぼ前年並み

となりました。海外では特に、新型コロナウイルス感染症による影響からの回復が早かった中国において、政府の

経済政策やインフラ関連投資等による景気刺激策により需要は大幅に増加しましたが、その他の地域ではアジア新

興国を中心に後半期からは回復基調で推移したものの、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大による市場低迷

等の影響により需要は減少しました。

このような状況下、当連結会計年度の売上高は143,705百万円と前年同期に比べ27,977百万円(△16.3％)の減収、

利益面につきましては、当社グループをあげて取り組んでまいりましたコスト低減活動等が利益増に貢献したもの

の、前半期を中心とした大幅な減収によるマイナス要因が影響し、営業利益は1,277百万円と前年同期に比べ5,142

百万円(△80.1％)の減益、経常利益は1,474百万円と前年同期に比べ5,420百万円(△78.6％)の減益、親会社株主に

帰属する当期純利益は830百万円と前年同期に比べ4,134百万円(△83.3％)の減益となりました。

なお、海外連結子会社のIJTT(Thailand)Co.,Ltd.及びPT.Jidosha Buhin Indonesiaは、前期に決算期変更を実施

したことにより、前連結会計年度は15ヶ月の変則決算となり、2019年１月１日から2020年３月31日の15ヶ月間の個

別決算数値を連結しております。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ8,000百万円増加し、123,238百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金が2,602百万円、受取手形及び売掛金が4,299百万円それぞれ増加したこと等によるもの

であります。

（負債）

負債は、前連結会計年度末に比べ6,220百万円増加し、43,022百万円となりました。これは主に支払債務が

3,452百万円、借入金が3,570百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ1,779百万円増加し、80,216百万円となりました。これは主に為替換算調整

勘定が1,252百万円、非支配株主持分が712百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ2,622百万円増

加（前年同期比24.2％増）し、当連結会計年度末には13,439百万円となりました。

当連結会計年度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）

当連結会計年度における営業活動の結果獲得した資金は、7,139百万円と前年同期と比べ760百万円（△9.6％）

の減少となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,077百万円、減価償却費7,507百万円、仕入債務の

増加額2,055百万円に対し、売上債権の増加額4,025百万円、法人税等の支払額626百万円があったこと等によりま

す。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、7,877百万円と前年同期と比べ1,029百万円（△11.6

％）の支出減となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出が7,914百万円であったこと等

によります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務活動の結果獲得した資金は、2,855百万円（前年同期は4,497百万円の支出）とな

りました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出が1,730百万円、配当金の支払額（非支配株主への配当金の

支払額を含む）が636百万円であった一方で、長期借入れによる収入が5,300百万円であったこと等によります。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大により、日本のみならず世界各国においても終息

の兆しが見えておらず、トラック市場、建設機械市場の需要については今後も先行き不透明な状況が続くものと予

想されます。

売上高につきましては、2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年

３月30日）等を適用することといたしましたことから、1,380億円（会計基準適用後当期比23.5％増）を見込んでお

ります。

2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

2021年３月期実績
2021年３月期
会計基準適用後

2022年３月期予想 増減率

百万円 百万円 百万円 ％

売上高 143,705 111,697 138,000 23.5

営業利益 1,277 1,277 7,300 471.5

経常利益 1,474 1,474 7,800 429.1

親会社株主に帰属する
当期純利益

830 830 5,400 550.2

（注）増減率は2022年３月期予想値と会計基準適用後の2021年３月期との比較で算出しております。

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、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、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、IFRSの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適正に対応し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：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,837 13,439

受取手形及び売掛金 23,236 27,536

製品 2,364 2,247

仕掛品 1,976 2,071

原材料及び貯蔵品 4,464 4,291

その他 2,483 2,155

流動資産合計 45,363 51,741

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 45,207 47,592

減価償却累計額 △30,111 △31,573

建物及び構築物（純額） 15,095 16,018

機械装置及び運搬具 139,396 145,621

減価償却累計額 △115,798 △120,845

機械装置及び運搬具（純額） 23,597 24,776

土地 16,275 16,263

リース資産 773 502

減価償却累計額 △519 △318

リース資産（純額） 254 183

建設仮勘定 5,095 4,324

その他 11,732 11,765

減価償却累計額 △10,606 △10,867

その他（純額） 1,125 897

有形固定資産合計 61,444 62,465

無形固定資産 598 437

投資その他の資産

投資有価証券 7,125 7,350

その他 705 1,244

投資その他の資産合計 7,831 8,594

固定資産合計 69,874 71,497

資産合計 115,238 123,238

　



株式会社ＩＪＴＴ(7315) 2021年３月期 決算短信

5

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,122 11,107

電子記録債務 7,492 10,961

短期借入金 1,200 1,060

リース債務 101 87

未払金 2,403 2,001

未払法人税等 534 124

賞与引当金 2,083 2,059

その他 5,361 4,534

流動負債合計 30,299 31,936

固定負債

長期借入金 － 3,710

リース債務 169 103

繰延税金負債 697 408

再評価に係る繰延税金負債 766 754

環境対策引当金 92 94

退職給付に係る負債 4,651 5,942

その他 124 72

固定負債合計 6,501 11,086

負債合計 36,801 43,022

純資産の部

株主資本

資本金 5,500 5,500

資本剰余金 22,561 22,561

利益剰余金 47,413 47,633

自己株式 △1,031 △1,017

株主資本合計 74,444 74,677

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △60 220

土地再評価差額金 1,440 1,412

為替換算調整勘定 △2,354 △1,102

退職給付に係る調整累計額 △427 △1,099

その他の包括利益累計額合計 △1,401 △569

非支配株主持分 5,394 6,107

純資産合計 78,436 80,216

負債純資産合計 115,238 123,238
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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：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 171,683 143,705

売上原価 156,929 135,558

売上総利益 14,753 8,147

販売費及び一般管理費 8,334 6,869

営業利益 6,419 1,277

営業外収益

受取利息 47 46

受取配当金 139 97

持分法による投資利益 365 75

雇用調整助成金 － 144

その他 159 118

営業外収益合計 711 482

営業外費用

支払利息 32 51

シンジケートローン手数料 22 64

為替差損 48 －

新型コロナウイルス感染症による損失 － 67

環境対策費 － 41

労災補償金 42 －

その他 89 61

営業外費用合計 235 285

経常利益 6,894 1,474

特別利益

固定資産売却益 3 0

投資有価証券売却益 － 10

特別利益合計 3 11

特別損失

固定資産除売却損 109 163

減損損失 34 165

災害による損失 52 77

子会社清算損 155 －

その他 － 1

特別損失合計 351 408

税金等調整前当期純利益 6,547 1,077

法人税、住民税及び事業税 1,275 277

法人税等調整額 △127 △117

法人税等合計 1,147 159

当期純利益 5,400 917

非支配株主に帰属する当期純利益 434 87

親会社株主に帰属する当期純利益 4,965 830
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 5,400 917

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △194 305

土地再評価差額金 △3 △28

為替換算調整勘定 △1,566 1,885

退職給付に係る調整額 △153 △660

持分法適用会社に対する持分相当額 36 △18

その他の包括利益合計 △1,881 1,483

包括利益 3,519 2,401

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 3,698 1,663

非支配株主に係る包括利益 △179 738
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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 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

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 5,500 22,538 43,404 △430 71,012

当期変動額

剰余金の配当 △955 △955

連結子会社株式の取

得による持分の増減
22 22

親会社株主に帰属す

る当期純利益
4,965 4,965

自己株式の取得 △600 △600

土地再評価差額金の

取崩
－

持分法適用会社に対

する持分変動に伴う

自己株式の増減

－

持分法の適用範囲の

変動
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － 22 4,009 △600 3,431

当期末残高 5,500 22,561 47,413 △1,031 74,444

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

土地再評価

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 136 1,444 △1,439 △276 △135 5,913 76,790

当期変動額

剰余金の配当 △955

連結子会社株式の取

得による持分の増減
22

親会社株主に帰属す

る当期純利益
4,965

自己株式の取得 △600

土地再評価差額金の

取崩
－

持分法適用会社に対

する持分変動に伴う

自己株式の増減

－

持分法の適用範囲の

変動
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△197 △3 △915 △150 △1,266 △518 △1,785

当期変動額合計 △197 △3 △915 △150 △1,266 △518 1,646

当期末残高 △60 1,440 △2,354 △427 △1,401 5,394 78,436
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　当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

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 5,500 22,561 47,413 △1,031 74,444

当期変動額

剰余金の配当 △609 △609

連結子会社株式の取

得による持分の増減
－

親会社株主に帰属す

る当期純利益
830 830

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の

取崩
28 28

持分法適用会社に対

する持分変動に伴う

自己株式の増減

13 13

持分法の適用範囲の

変動
△29 △29

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 220 13 233

当期末残高 5,500 22,561 47,633 △1,017 74,677

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

土地再評価

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 △60 1,440 △2,354 △427 △1,401 5,394 78,436

当期変動額

剰余金の配当 △609

連結子会社株式の取

得による持分の増減
－

親会社株主に帰属す

る当期純利益
830

自己株式の取得 △0

土地再評価差額金の

取崩
28

持分法適用会社に対

する持分変動に伴う

自己株式の増減

13

持分法の適用範囲の

変動
△29

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

280 △28 1,252 △671 832 712 1,545

当期変動額合計 280 △28 1,252 △671 832 712 1,779

当期末残高 220 1,412 △1,102 △1,099 △569 6,107 80,216
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021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 6,547 1,077

減価償却費 7,417 7,507

のれん償却額 71 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 －

受取利息及び受取配当金 △186 △144

支払利息 32 51

持分法による投資損益（△は益） △365 △75

固定資産除売却損益（△は益） 105 162

減損損失 34 165

売上債権の増減額（△は増加） 1,680 △4,025

たな卸資産の増減額（△は増加） 272 425

仕入債務の増減額（△は減少） △4,184 2,055

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 218 263

その他の流動資産の増減額（△は増加） △58 △396

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,648 165

その他 △272 246

小計 8,661 7,479

利息及び配当金の受取額 467 332

利息の支払額 △34 △46

法人税等の支払額 △1,195 △626

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,899 7,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加） 0 －

長期貸付けによる支出 － △576

長期貸付金の回収による収入 － 577

有形及び無形固定資産の取得による支出 △8,844 △7,914

有形固定資産の売却による収入 5 △1

有形固定資産の除却による支出 － △97

投資有価証券の売却による収入 － 39

投資有価証券の取得による支出 △4 △7

投資その他の資産の増減額（△は増加） △35 102

その他 △29 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,907 △7,877

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） △548 －

長期借入れによる収入 － 5,300

長期借入金の返済による支出 △1,978 △1,730

リース債務の返済による支出 △98 △77

自己株式の取得による支出 △600 △0

配当金の支払額 △955 △609

非支配株主への配当金の支払額 △59 △26

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

△257 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,497 2,855

現金及び現金同等物に係る換算差額 △348 504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,854 2,622

現金及び現金同等物の期首残高 16,672 10,817

現金及び現金同等物の期末残高 10,817 13,439
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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)

当社グループの事業セグメントは、自動車用等関連部品製造事業の単一セグメントであるため、セグメント情報

の記載を省略しております。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 1,559.22円 1,579.68円

１株当たり当期純利益金額 104.68円 17.73円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

－円 －円

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

２．１株当たり当期純利益金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
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 4,965 830

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

4,965 830

普通株式の期中平均株式数(株) 47,434,852 46,850,479

３．１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。

前連結会計年度末
(2020年３月31日)

当連結会計年度末
(2021年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 78,436 80,216

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 5,394 6,107

(うち非支配株主持分(百万円)) (5,394) (6,107)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 73,042 74,108

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)

46,845,401 46,913,906

(重要な後発事象)

　 該当事項はありません。
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４．その他

（１）役員の異動

①監査役の異動

a 新任監査役候補者

もりうち のぶてる

監査役 森内 延光 [ ― ]

b 退任予定監査役

おおやま ひろし

監査役 大山 浩 [ ― ]

② 就任ならびに退任予定日 2021年６月25日

　

　


