
（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,143 17,584

受取手形及び売掛金 9,081 8,096

商品及び製品 8,931 8,709

仕掛品 352 341

原材料及び貯蔵品 3,047 3,038

その他 2,230 1,442

貸倒引当金 △11 △11

流動資産合計 39,775 39,201

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,041 16,491

機械装置及び運搬具（純額） 9,248 7,769

その他（純額） 3,097 2,580

有形固定資産合計 28,387 26,841

無形固定資産

のれん 2,835 2,791

その他 4,881 4,485

無形固定資産合計 7,716 7,277

投資その他の資産

投資有価証券 10,735 7,789

その他 1,304 1,499

貸倒引当金 △8 △10

投資その他の資産合計 12,031 9,278

固定資産合計 48,135 43,397

資産合計 87,911 82,599

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
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,374 2,477

短期借入金 3,694 198

未払法人税等 290 126

賞与引当金 841 514

その他の引当金 535 28

その他 5,562 5,327

流動負債合計 12,298 8,672

固定負債

退職給付に係る負債 2,456 2,645

その他 3,442 2,735

固定負債合計 5,899 5,381

負債合計 18,198 14,053

純資産の部

株主資本

資本金 11,394 11,394

資本剰余金 11,013 11,056

利益剰余金 50,662 49,375

自己株式 △6,826 △6,589

株主資本合計 66,245 65,237

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,825 3,452

為替換算調整勘定 △6,933 △5,701

退職給付に係る調整累計額 85 32

その他の包括利益累計額合計 △2,023 △2,216

非支配株主持分 5,491 5,525

純資産合計 69,713 68,545

負債純資産合計 87,911 82,599
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（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間
(自　2020年4月1日

　  至　2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　2021年4月1日

　  至　2021年12月31日)

売上高 47,937 42,600

売上原価 24,284 24,635

売上総利益 23,652 17,964

販売費及び一般管理費 22,839 18,985

営業利益又は営業損失（△） 813 △1,021

営業外収益

受取利息 141 134

受取配当金 119 96

持分法による投資利益 87 138

為替差益 24 －

その他 160 117

営業外収益合計 533 486

営業外費用

支払利息 19 17

コミットメントフィー 10 10

売上割引 8 －

為替差損 － 1

支払補償費 3 18

その他 16 11

営業外費用合計 57 58

経常利益又は経常損失（△） 1,288 △593

特別利益

固定資産売却益 1 2

投資有価証券売却益 1,784 966

特別利益合計 1,786 969

特別損失

固定資産売却損 4 2

固定資産除却損 58 64

減損損失 2 －

投資有価証券売却損 1 －

その他 － 0

特別損失合計 66 66

税金等調整前四半期純利益 3,008 309

法人税等 900 203

四半期純利益 2,107 105

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △208 △134

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,316 240

（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）
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（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間
(自　2020年4月1日

　  至　2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　2021年4月1日

　  至　2021年12月31日)

四半期純利益 2,107 105

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △441 △1,372

為替換算調整勘定 △2,355 1,725

退職給付に係る調整額 58 △42

持分法適用会社に対する持分相当額 △29 71

その他の包括利益合計 △2,768 381

四半期包括利益 △660 486

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 132 46

非支配株主に係る四半期包括利益 △793 440

（四半期連結包括利益計算書）

（第3四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間
(自　2020年4月1日

　  至　2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　2021年4月1日

　  至　2021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利益 3,008 309

減価償却費 3,394 3,977

のれん償却額 162 168

減損損失 2 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △238 △333

受取利息及び受取配当金 △260 △230

為替差損益（△は益） △76 △210

持分法による投資損益（△は益） △87 △138

投資有価証券売却損益（△は益） △1,783 △966

売上債権の増減額（△は増加） 2,975 1,246

棚卸資産の増減額（△は増加） 384 726

仕入債務の増減額（△は減少） △1,179 1,057

未払金の増減額（△は減少） △1,415 △1,276

その他 △584 1,613

小計 4,302 5,945

利息及び配当金の受取額 272 230

利息の支払額 △19 △17

法人税等の支払額 △1,046 △513

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,508 5,644

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 △2,521 △2,285

定期預金の払戻による収入 3,113 1,778

有形固定資産の取得による支出 △6,815 △1,399

無形固定資産の取得による支出 △534 △275

投資有価証券の取得による支出 △7 △6

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,319 2,151

その他 9 32

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,437 △3

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） 1,264 △3,500

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △144 △133

配当金の支払額 △2,105 △1,526

非支配株主への配当金の支払額 △235 △3

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
－ △173

その他 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,221 △5,337

現金及び現金同等物に係る換算差額 △390 470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,539 774

現金及び現金同等物の期首残高 11,657 13,040

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,118 13,814

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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、当社は当第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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　これにより、従来、出荷時に収益を認識していた製商品の販売について、顧客に製商品を引き渡した時点で

支配が移転するため、当該時点で収益を認識することとしております。また、販売奨励金等の顧客に支払われ

る対価について、従来、販売費及び一般管理費、営業外費用に計上しておりましたが、取引価格から減額する

方法に変更しております。さらに、従来、返品による損失に備えるため損失見込額を返品調整引当金として計

上しておりましたが、予想される返品部分に関しては、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四

半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただ

し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱

いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

　この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高が1,636百万円減少、売上原価が218百万円増加、販売費及び

一般管理費が1,817百万円減少、営業外費用が6百万円減少し、売上総利益が1,855百万円減少、営業損失が38

百万円増加、経常損失が31百万円増加、税金等調整前四半期純利益が31百万円減少しております。また、利益

剰余金の当期首残高に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号  2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表

への影響はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）1

四半期連結損益
計算書計上額

（注）2日本 インドネシア 海外その他 計

売上高

外部顧客への売上高 29,810 8,807 9,318 47,937 － 47,937

セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,468 2,082 300 4,850 △4,850 －

計 32,278 10,889 9,619 52,788 △4,850 47,937

セグメント利益

又は損失（△）
1,437 △926 302 813 － 813

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）1

四半期連結損益
計算書計上額

（注）2日本 インドネシア 海外その他 計

売上高

外部顧客への売上高 25,128 8,076 9,395 42,600 － 42,600

セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,997 1,953 166 5,117 △5,117 －

計 28,125 10,029 9,562 47,717 △5,117 42,600

セグメント利益

又は損失（△）
△336 △842 156 △1,021 － △1,021

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第3四半期連結累計期間（自2020年4月1日 至2020年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）1．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　　　2．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。

Ⅱ　当第3四半期連結累計期間（自2021年4月1日 至2021年12月31日）

1．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）1．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　　　2．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失であります。

2．報告セグメントの変更等に関する事項

　注記事項（会計方針の変更）に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適

用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に

変更しております。

　当該変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の「日本」の売上高が1,636百万円減

少、セグメント損失が38百万円増加しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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