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（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 ％

2022年３月期第２四半期 123,353 30.6 8,662 568.3 9,034 975.6 6,575 - 5,927 - 6,351 -

2021年３月期第２四半期 94,460 △29.6 1,296 △85.3 840 △89.0 △140 - △175 - 50 △96.3

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

2022年３月期第２四半期 126.34 -

2021年３月期第２四半期 △3.73 -

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 ％

2022年３月期第２四半期 312,993 220,999 208,660 66.7

2021年３月期 312,741 216,730 203,927 65.2

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

2021年３月期 - 30.00 - 30.00 60.00

2022年３月期 - 40.00

2022年３月期（予想） - 40.00 80.00

（％表示は、対前期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益
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 ％ 円 銭

通期 255,000 12.1 14,500 52.4 14,000 54.4 9,500 90.7 202.50

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 48,593,736株 2021年３月期 48,593,736株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 1,666,424株 2021年３月期 1,689,454株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 46,914,157株 2021年３月期２Ｑ 46,894,460株

※ 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

（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

（注）詳細については、［添付資料］Ｐ．11「２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記（５）要約四半期連結財

務諸表に関する注記事項」をご覧下さい。

（３）発行済株式数（普通株式）

（注）「株式付与ESOP信託口」が保有する当社株式（2022年３月期２Ｑ13,600株、2021年３月期２Ｑ20,600株）

を期末自己株式数に含めております。

また「株式付与ESOP信託口」が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に

含めております。（2022年３月期２Ｑ16,800株、2021年３月期２Ｑ24,086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

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、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。
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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２四半期連結累計期間におきましては、国・地域によっては新型コロナウイルス感染症再拡大によるロックダ

ウンや緊急事態宣言が発令されたものの、経済活動は一定の回復を見せており、売上収益は大幅に増加しました。利

益面におきましては、売上収益の増加に加え、設備の稼働効率向上や諸経費の削減など、グループを上げて経営全般

にわたる効率化に努め、鋼材価格の上昇など費用増加要因がある中でも、営業利益は増加いたしました。当第２四半

期連結累計期間の業績は、売上収益 1,234億円（前年同期比 30.6％増）、営業利益 87億円（前年同期比 568.3％

増）、税引前四半期利益 90億円（前年同期比 975.6％増）、親会社の所有者に帰属する四半期利益 59億円（前年同

期は２億円の損失）となりました。

①セグメント情報

報告セグメントの種類別の概況は下記のとおりであります。

〔ＭＴ（手動変速装置関連事業）〕

　売上収益は 309億円（前年同期比 48.7％増）となりました。セグメント利益は、売上の増加により 38億円（前年

同期比 174.1％増）となりました。

〔ＡＴ（自動変速装置関連事業）〕

　売上収益は 794億円（前年同期比 22.9％増）となりました。セグメント利益は、売上の増加により 44億円（前年

同期は7億円の損失）となりました。

〔その他〕

　売上収益は 130億円（前年同期比 44.1％増）となりました。セグメント利益は、売上の増加により 10億円（前年

同期は3億円の損失）となりました。

②所在地別の情報

所在地別の概況は下記のとおりであります。

〔日本〕

　売上収益は 574億円（前年同期比 30.4％増）となりました。営業利益は、売上の増加により 52億円（前年同期は

10億円の損失）となりました。

〔北中米〕

　売上収益は 202億円（前年同期比 40.9％増）となりました。営業損失は、売上の増加はあるものの 2億円（前年同

期は 8億円の営業損失）となりました。

〔アジア・オセアニア〕

　売上収益は 420億円（前年同期比 25.6％増）となりました。営業利益は、売上の増加により 38億円（前年同期比 

85.7％増）となりました。

〔その他〕

　売上収益は 38億円（前年同期比 40.1％増）となりました。営業利益は、売上の増加により 3億円（前年同期比 

272.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、資産合計は 3,130億円（前連結会計年度末は 3,127億円）と

なり、前期末比 3億円（0.1％）増加しました。主な内容は、大型投資の抑制による、有形固定資産の減少38億円、

現金及び現金同等物の増加 29億円、営業債権及びその他の債権の減少 36億円、棚卸資産の増加 50億円であります。

　負債合計は 920億円（前連結会計年度末は 960億円）となり、前期末比 40億円（4.2％）減少しました。主な内容

は、借入金の返済に伴う、社債及び借入金の減少 35億円であります。

　資本合計につきましては 2,210億円（前連結会計年度は 2,167億円）となり、前期末比 43億円（2.0％）増加しま

した。内訳としては、利益剰余金の増加 45億円（親会社の所有者に帰属する当期利益による増加 59億円、剰余金の

処分（配当金）による減少 14億円）であります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

本日付で、2021年７月28日に公表いたしました2022年３月期の連結業績予想を修正しております。詳細は本日公表

しております「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

　なお、本予想は、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大などに伴う、大規模な事業活動の停止が無いとの前提

に基づいて作成しており、これらが見込まれる場合は今回の予想が修正される可能性があります。

また、為替レートにつきましては、１米ドル110円を想定しております。
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前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

百万円 百万円

資産

流動資産

現金及び現金同等物 51,567 54,500

営業債権及びその他の債権 46,249 42,665

その他の金融資産 1,777 1,659

棚卸資産 34,399 39,432

その他の流動資産 2,702 2,030

流動資産合計 136,695 140,285

非流動資産

有形固定資産 163,963 160,193

のれん及び無形資産 2,648 2,748

持分法で会計処理されている投資 155 186

資本性金融商品に対する投資 2,349 2,516

その他の金融資産 116 118

繰延税金資産 4,677 4,782

退職給付に係る資産 1,193 1,197

その他の非流動資産 945 966

非流動資産合計 176,046 172,707

資産合計 312,741 312,993

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
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前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

百万円 百万円

負債及び資本

負債

流動負債

社債及び借入金 18,514 9,734

営業債務及びその他の債務 35,886 33,365

その他の金融負債 566 482

未払法人所得税 1,525 2,092

短期従業員給付 1,669 1,690

引当金 2,294 2,252

その他の流動負債 2,334 3,743

流動負債合計 62,788 53,358

非流動負債

社債及び借入金 23,752 29,006

その他の金融負債 789 874

退職給付に係る負債 6,613 6,694

繰延税金負債 887 886

その他の非流動負債 1,182 1,176

非流動負債合計 33,222 38,635

負債合計 96,011 91,993

資本

資本金 8,284 8,284

資本剰余金 7,571 7,542

自己株式 △3,822 △3,770

その他の資本の構成要素 △984 △794

利益剰余金 192,878 197,398

親会社の所有者に帰属する持分合計 203,927 208,660

非支配持分 12,803 12,339

資本合計 216,730 220,999

負債及び資本合計 312,741 312,993
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 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

百万円 百万円

売上収益 94,460 123,353

売上原価 81,784 100,096

売上総利益 12,676 23,257

販売費及び一般管理費 12,946 14,841

その他の収益 1,908 576

その他の費用 342 329

営業利益 1,296 8,662

金融収益 140 829

金融費用 606 469

持分法による投資利益 9 12

税引前四半期利益 840 9,034

法人所得税費用 980 2,459

四半期利益（△損失） △140 6,575

四半期利益（△損失）の帰属

親会社の所有者 △175 5,927

非支配持分 34 649

四半期利益（△損失） △140 6,575

１株当たり四半期利益（△損失）

基本的および希薄化後（円） △3.73 126.34

（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）
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 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

百万円 百万円

四半期利益（△損失） △140 6,575

    

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資

本性金融資産
165 114

純損益に振り替えられることのない項目合計 165 114

    

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 22 △338

持分法適用会社におけるその他の包括利益に対す

る持分
3 0

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 25 △338

その他の包括利益合計 190 △224

四半期包括利益 50 6,351

　 　

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 △18 6,117

非支配持分 68 234

四半期包括利益 50 6,351

（要約四半期連結包括利益計算書）
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業活動
体の換算差額

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定する資本性
金融商品

合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2020年４月１日時点の残高 8,284 7,582 △3,859 △6,099 △290 △6,389

四半期損失(△) - - - - - -

その他の包括利益 - - - △9 165 156

四半期包括利益合計 - - - △9 165 156

自己株式の取得 - - △0 - - -

自己株式の処分 - △10 34 - - -

剰余金の配当 - - - - - -

株式に基づく報酬取引 - △7 - - - -

利益剰余金への振替 - - - - - -

所有者との取引額合計 - △17 34 - - -

当期増減額 - △17 34 △9 165 156

2020年９月30日時点の残高 8,284 7,565 △3,825 △6,108 △125 △6,233

親会社の所有者に帰属する持分
非支配持分 合計

利益剰余金 合計

百万円 百万円 百万円 百万円

2020年４月１日時点の残高 191,319 196,938 11,771 208,709

四半期損失(△) △175 △175 34 △140

その他の包括利益 - 156 34 190

四半期包括利益合計 △175 △18 68 50

自己株式の取得 - △0 - △0

自己株式の処分 - 24 - 24

剰余金の配当 △2,110 △2,110 △193 △2,303

株式に基づく報酬取引 - △7 - △7

利益剰余金への振替 - - - -

所有者との取引額合計 △2,110 △2,094 △193 △2,286

当期増減額 △2,285 △2,112 △124 △2,236

2020年９月30日時点の残高 189,035 194,826 11,647 206,473

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業活動
体の換算差額

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定する資本性
金融商品

合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021年４月１日時点の残高 8,284   7,571   △3,822   △1,271   287   △984

四半期利益 -   -   -   -   -   -

その他の包括利益 -   -   -   76   114   190

四半期包括利益合計 -   -   -   76   114   190

自己株式の取得 -   -   △0   -   -   -

自己株式の処分 -   △15   53   -   -   -

剰余金の配当 -   -   -   -   -   -

株式に基づく報酬取引 -   △14   -   -   -   -

利益剰余金への振替 -   -   -   -   -   -

所有者との取引額合計 -   △29   52   -   -   -

当期増減額 -   △29   52   76   114   190

2021年９月30日時点の残高 8,284   7,542   △3,770   △1,195   401   △794

親会社の所有者に帰属する持分
非支配持分 合計

利益剰余金 合計

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年４月１日時点の残高 192,878   203,927   12,803   216,730

四半期利益 5,927   5,927   649   6,575

その他の包括利益 -   190   △414   △224

四半期包括利益合計 5,927   6,117   234   6,351

自己株式の取得 -   △0   -   △0

自己株式の処分 -   38   -   38

剰余金の配当 △1,407   △1,407   △699   △2,106

株式に基づく報酬取引 -   △14   -   △14

利益剰余金への振替 -   -   -   -

所有者との取引額合計 △1,407   △1,384   △699   △2,083

当期増減額 4,520   4,733   △464   4,269

2021年９月30日時点の残高 197,398   208,660   12,339   220,999

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
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 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 840 9,034

減価償却費及び償却費 9,152 9,707

受取利息及び配当金 △125 △145

支払利息 392 375

持分法による投資損益（△は益） △9 △12

為替差損益（△は益） △59 △14

棚卸資産の増減額（△は増加） 2,134 △5,207

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） 2,265 3,579

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △2,715 △520

その他 1,556 2,043

小計 13,432 18,840

利息及び配当金の受取額 123 164

利息の支払額 △397 △385

法人所得税の支払額 △2,521 △1,805

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,636 16,813

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 △14 △200

定期預金の払戻による収入 222 347

有形固定資産の取得による支出 △7,363 △7,330

有形固定資産の売却による収入 63 46

無形資産の取得による支出 △105 △438

その他 60 △64

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,137 △7,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,773 13,091

短期借入金の返済による支出 △2,695 △13,377

長期借入れによる収入 1,752 10,339

長期借入金の返済による支出 △1,660 △13,577

配当金の支払額 △2,111 △1,407

その他 △336 △895

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,277 △5,826

現金及び現金同等物に係る換算差額 63 △416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,285 2,932

現金及び現金同等物の期首残高 45,416 51,567

現金及び現金同等物の四半期末残高 46,701 54,500

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（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。

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

　該当事項はありません。

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注１)

調整額
(注４)

連結
ＭＴ ＡＴ 計

売上収益

外部顧客への売上収益 20,801 64,621 85,422 9,037 - 94,460

セグメント間の内部売上収益(注２) 36 660 696 2,409 △3,105 -

計 20,837 65,282 86,118 11,447 △3,105 94,460

セグメント利益(損失)(注３) 1,369 △691 678 △328 947 1,296

金融収益 140

金融費用 606

持分法による投資利益 9

税引前四半期利益 840

（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、

当社取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討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、自動車用部品製造販売を主たる事業としております。更に、製品機能、技術仕様及び生産

構造の違いにより「手動変速装置」「自動変速装置」の２つに大別し、本社を中心にグループ内部で連携をと

りながら取扱製品について国内及び海外における戦略を立案し、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、マニュアルクラッチを生産する「ＭＴ（自動車用手動変速装置関連事

業）」、自動変速装置・同部品を生産する「ＡＴ（自動車用自動変速装置関連事業）」の２つを報告セグメン

トとしております。

(2）セグメントごとの売上収益、利益又は損失、その他の重要な項目の金額に関する情報

前第２四半期連結累計期間（自  2020年４月１日　至  2020年９月30日）

（注１）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機械用駆動伝導装置事

業、２輪用クラッチ事業、運送業等を含んでおります。

（注２）セグメント間の内部取引における価額は、市場実勢価格に基づいております。

（注３）報告セグメントの利益(△損失)は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益を基礎とする数値でありま

す。

（注４）調整額には、セグメント間取引消去、及び全社費用が含まれております。
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注１)

調整額
(注４)

連結
ＭＴ ＡＴ 計

売上収益

外部顧客への売上収益 30,925 79,408 110,333 13,020 - 123,353

セグメント間の内部売上収益(注２) 141 1,133 1,274 3,351 △4,625 -

計 31,066 80,541 111,607 16,371 △4,625 123,353

セグメント利益(注３) 3,752 4,385 8,137 1,019 △494 8,662

金融収益 829

金融費用 469

持分法による投資利益 12

税引前四半期利益 9,034

当第２四半期連結累計期間（自  2021年４月１日　至  2021年９月30日）

（注１）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機械用駆動伝導装置事

業、２輪用クラッチ事業、運送業等を含んでおります。

（注２）セグメント間の内部取引における価額は、市場実勢価格に基づいております。

（注３）報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益を基礎とする数値であります。

（注４）調整額には、セグメント間取引消去、及び全社費用が含まれております。
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