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(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 5,779 △9.0 △229 ― △229 ― △344 ―

2020年３月期 6,347 △17.8 △280 ― △305 ― △516 ―

(注) 包括利益 2021年３月期 △359 百万円 ( ―％) 2020年３月期 △818 百万円 ( ―％)
　

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

円 銭 円 銭

2021年３月期 △57.42 ―

2020年３月期 △86.15 ―
　

（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 8,693 3,743 32.6 473.16

2020年３月期 8,287 4,103 37.8 522.71

(参考) 自己資本 2021年３月期 2,836百万円 　2020年３月期 3,133百万円
　

（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 △123 △437 892 1,176

2020年３月期 2 △816 △90 825

　

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2021年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2022年３月期(予想) ― ― ― ― ― ―

　

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、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 3,050 33.8 15 ― △11 ― △12 ― △2.00

通 期 6,200 7.3 50 ― 15 ― 15 ― 2.50

　

　



※ 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)

　

（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

　

（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 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 4,827 株 2020年３月期 4,827 株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 5,995,173 株 2020年３月期 5,995,173 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．2021年３月期の個別業績（2020年４月１日～2021年３月31日）

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 4,956 △10.9 △45 ― △7 ― △205 ―

2020年３月期 5,561 △3.1 △76 ― △76 ― △785 ―
　

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
円 銭 円 銭

2021年３月期 △34.33 ―

2020年３月期 △131.05 ―

　

（２）個別財政状態

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 6,861 3,382 49.3 564.14

2020年３月期 7,366 3,581 48.6 597.46

(参考) 自己資本 　2021年３月期 3,382百万円 　2020年３月期 3,581百万円

　

２．2022年３月期の個別業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 2,700 32.4 53 ― 45 ― 7.51

通 期 5,200 4.9 100 ― 80 ― 13.34

　

※ 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

(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３ページ「１．経営成

績等の概況(４)今後の見通し」をご覧ください。
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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拡大の影響により、景気が急速に悪化し厳しい

状況となりました。その後、経済活動の再開により一部では持ち直しの動きが見られましたが、国内外における感

染の再拡大を受け、予断を許さない状況が続きました。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、コロナ禍の影響により、自動車販売台数が前年度実績を下

回る結果となりました。さらに、折からの半導体不足により自動車各社は減産を強いられており、自動車販売は引

き続き低調に推移することが予想されます。

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まいりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、年度前半でのお客様の減産や操業停止の影響が大きく、5,779百万円

（前期比9.0％減）と減収になりました。利益面では、売上高の減少等により、営業損失229百万円（前期は280百万

円の営業損失）、経常損失229百万円（前期は305百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純損失344百万円

（前期は516百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）を計上しました。

（２）当期の財政状態の概況

　当連結会計年度末における資産の合計は、8,693百万円（前連結会計年度末8,287百万円）となり、406百万円増加

しました。流動資産は4,391百万円となり241百万円増加し、固定資産は4,302百万円となり164百万円増加しまし

た。

当連結会計年度末における負債の合計は、4,950百万円（前連結会計年度末4,184百万円）となり、765百万円増加

しました。流動負債は4,155百万円となり1,201百万円増加し、固定負債は794百万円となり435百万円減少しまし

た。

当連結会計年度末における純資産の合計は、3,743百万円（前連結会計年度末4,103百万円）となり、359百万円減

少しました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ、

351百万円増加し1,176百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、営業活動の結果支出した資金は、123百万円（前期は2百万円の収入）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純損失の計上によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、投資活動の結果支出した資金は、437百万円（前期は816百万円）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、財務活動の結果得られた資金は、892百万円（前期は90百万円の支出）となりました。

これは主に、短期借入金の増加によるものであります。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期

自己資本比率（％） 43.7 37.8 32.6

時価ベースの自己資本比率（％） 23.1 18.7 23.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 7.2 886.5 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 22.8 0.2 ―

　

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

（注１）各指標は、連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。

（注４）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。

（注５）2021年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率とインタレスト・ガバレッジ・レシオは、営

業キャッシュフローがマイナスであるため記載しておりません。

（４）今後の見通し

今後の経済見通しにつきましては、新型コロナウイルスの感染拡大により、不透明な世界経済の先行きが懸念

されます。当社グループの主要な取引先である自動車業界では、半導体等の供給リスクもあり、販売台数は新型

コロナウイルス発生前の水準には戻らないものと予想しております。しかしながら、全社挙げての改善活動を進

め、利益を確保してまいります。

このような環境のなか、2022年3月期の通期連結業績につきましては、売上高は6,200百万円(前期比7.3%増）、

営業利益は50百万円(前期は229百万円の営業損失）、経常利益は15百万円(前期は229百万円の経常損失）、親会

社株主に帰属する当期純利益は15百万円(前期は344百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）を予想しており

ます。

また、2022年3月期の配当予想につきましては、現段階では未定とさせていただき、自動車の半導体不足の今後

の影響を慎重に見定めた上で予想が可能となった段階で速やかに公表いたします。

なお、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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２．企業集団の状況

当社グループは、当社（㈱タツミ）及び連結子会社２社（コルポラシオン・タツミ・デ・メヒコ・エス・エー・

デ・シー・ブイ、ピーティー・タツミ・インドネシア）により構成されており、自動車の電装品用部品及びブレーキ

用部品の製造並びに販売を主な事業として取り組んでおります。

両社は当社の特定子会社になります。

また、当社グループは親会社である㈱ミツバが形成している企業グループの輸送用機器関連事業の一角を担ってお

ります。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

３．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、日本基準を適用して連結財務諸表を作成しております。

なお、当社グループは、将来の国際会計基準の適用に向け、社内のマニュアルや指針等の整備及びその適用時期

について検討を進めております。
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４．連結財務諸表及び主な注記

（１）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 975,492 1,176,738

受取手形及び売掛金 880,579 924,174

電子記録債権 591,130 793,606

商品及び製品 99,275 113,447

仕掛品 424,026 367,936

原材料及び貯蔵品 757,964 593,300

未収入金 356,391 348,640

未収法人税等 - 254

その他 64,295 72,901

流動資産合計 4,149,156 4,391,000

固定資産

有形固定資産

建物 3,045,333 3,062,683

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,889,941 △1,957,348

建物（純額） 1,155,392 1,105,335

構築物 179,988 179,988

減価償却累計額 △146,287 △149,562

構築物（純額） 33,701 30,426

機械及び装置 6,149,526 6,029,395

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,352,645 △4,591,641

機械及び装置（純額） 1,796,881 1,437,754

車両運搬具 23,686 23,797

減価償却累計額及び減損損失累計額 △17,879 △20,376

車両運搬具（純額） 5,807 3,421

工具、器具及び備品 541,366 558,455

減価償却累計額及び減損損失累計額 △444,024 △476,875

工具、器具及び備品（純額） 97,342 81,579

土地 246,986 249,490

リース資産 353,773 524,949

減価償却累計額及び減損損失累計額 △148,975 △177,778

リース資産（純額） 204,797 347,171

建設仮勘定 161,739 579,505

有形固定資産合計 3,702,647 3,834,683

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 2,346 2,261

その他 847 847

無形固定資産合計 8,087 8,001
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(単位：千円)

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)

投資その他の資産

投資有価証券 34,990 43,466

長期前払費用 1,054 8

退職給付に係る資産 264,404 311,875

繰延税金資産 28,830 17,304

その他 98,474 87,648

投資その他の資産合計 427,754 460,303

固定資産合計 4,138,488 4,302,987

資産合計 8,287,644 8,693,988
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(単位：千円)

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 331,250 349,324

短期借入金 870,000 2,493,960

1年内返済予定の長期借入金 167,972 9,921

リース債務 46,080 37,426

未払金及び未払費用 1,385,271 1,121,600

未払法人税等 5,344 12,218

賞与引当金 131,003 112,401

役員賞与引当金 3,606 1,749

その他 14,080 17,274

流動負債合計 2,954,608 4,155,875

固定負債

長期借入金 959,921 -

リース債務 187,218 695,945

長期未払金 5,970 5,970

繰延税金負債 60,115 62,231

退職給付に係る負債 16,783 30,024

固定負債合計 1,230,009 794,171

負債合計 4,184,618 4,950,046

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 1,589,348

自己株式 △1,808 △1,808

株主資本合計 3,268,589 2,924,336

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 8,575

為替換算調整勘定 △85,054 △62,916

退職給付に係る調整累計額 △52,366 △33,336

その他の包括利益累計額合計 △134,854 △87,677

非支配株主持分 969,291 907,282

純資産合計 4,103,026 3,743,941

負債純資産合計 8,287,644 8,693,988
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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：千円)
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 6,347,667 5,779,074

売上原価 5,926,573 5,408,636

売上総利益 421,093 370,438

販売費及び一般管理費 701,552 600,424

営業損失（△） △280,458 △229,986

営業外収益

受取利息 4,441 3,422

受取配当金 3,830 1,651

助成金収入 - 46,182

その他 7,290 9,338

営業外収益合計 15,562 60,595

営業外費用

支払利息 16,912 43,802

為替差損 19,601 14,759

その他 4,319 1,862

営業外費用合計 40,833 60,424

経常損失（△） △305,728 △229,815

特別利益

固定資産売却益 7,830 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 30,011 7,670

特別損失

固定資産除却損 2,322 34,512

減損損失 333,091 -

割増退職金 3,008 -

事業構造改善費用 - 142,040

借入金繰上返済費用 - 16,441

特別損失合計 338,422 192,993

税金等調整前当期純損失（△） △614,139 △415,139

法人税、住民税及び事業税 6,796 5,355

過年度法人税等 △0 △586

法人税等調整額 33,047 △113

法人税等合計 39,843 4,655

当期純損失（△） △653,983 △419,795

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △137,489 △75,541

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △516,494 △344,253
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
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)

当期純損失（△） △653,983 △419,795

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,614 6,008

為替換算調整勘定 △62,956 35,670

退職給付に係る調整額 △93,200 19,030

その他の包括利益合計 △164,771 60,709

包括利益 △818,754 △359,085

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △658,941 △297,076

非支配株主に係る包括利益 △159,813 △62,008
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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：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他有価

証券

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 715,000 621,796 2,522,038 △1,808 3,857,026 11,180 △44,422 40,834 7,592 1,129,104 4,993,723

当期変動額

剰余金の配当 △71,942 △71,942 △71,942

親会社株主に帰属する当

期純損失（△）
△516,494 △516,494 △516,494

自己株式の取得 - - -

連結子会社の増資による

持分の増減
- - - -

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
- △8,614 △40,632 △93,200 △142,447 △159,813 △302,260

当期変動額合計 - - △588,436 - △588,436 △8,614 △40,632 △93,200 △142,447 △159,813 △890,696

当期末残高 715,000 621,796 1,933,602 △1,808 3,268,589 2,566 △85,054 △52,366 △134,854 969,291 4,103,026

　当連結会計年度(自2020年４月１日 至2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他有価

証券

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 715,000 621,796 1,933,602 △1,808 3,268,589 2,566 △85,054 △52,366 △134,854 969,291 4,103,026

当期変動額

剰余金の配当 - - -

親会社株主に帰属する当

期純損失（△）
△344,253 △344,253 △344,253

自己株式の取得 - - -

連結子会社の増資による

持分の増減
- - - -

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
- 6,008 22,137 19,030 47,176 △62,008 △14,831

当期変動額合計 - - △344,253 - △344,253 6,008 22,137 19,030 47,176 △62,008 △359,085

当期末残高 715,000 621,796 1,589,348 △1,808 2,924,336 8,575 △62,916 △33,336 △87,677 907,282 3,743,941
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
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損失（△） △614,139 △415,139

減価償却費 368,899 379,541

減損損失 333,091 -

有形固定資産除却損 2,322 34,512

割増退職金 3,008 -

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 64,825 △47,470

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,589 12,410

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,110 △18,602

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,789 △1,857

受取利息及び受取配当金 △8,272 △5,073

支払利息 16,912 43,802

為替差損益（△は益） 29 △25

有形固定資産売却損益（△は益） △7,830 △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 - 16,441

売上債権の増減額（△は増加） 16,234 △249,164

たな卸資産の増減額（△は増加） △203,462 211,105

仕入債務の増減額（△は減少） 18,361 31,063

未払金の増減額（△は減少） 236,044 △191,576

その他の流動資産の増減額（△は増加） 15,478 26,957

その他の流動負債の増減額（△は減少） △179,203 119,567

小計 15,109 80,861

利息及び配当金の受取額 8,270 5,077

利息の支払額 △17,172 △40,542

割増退職金の支払額 - △3,008

事業構造改善費用の支払額 - △142,040

借入金繰上返済費用の支払額 - △16,441

法人税等の支払額 △3,690 △7,329

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,516 △123,422

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 △150,000 -

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 △775,690 △612,013

有形固定資産の売却による収入 56,584 16,743

無形固定資産の取得による支出 △1,012 △675

投資有価証券の取得による支出 △252 △248

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） 1,325 8,235

投資活動によるキャッシュ・フロー △816,134 △437,053

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） 125,000 1,598,605

長期借入金の返済による支出 △233,448 △1,117,972

リース債務の増加による収入 138,723 495,247

リース債務の返済による支出 △48,652 △83,326

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 △90,345 892,315

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,518 19,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △912,480 351,245

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期末残高 825,492 1,176,738
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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)

(セグメント情報)

当社グループは、自動車用部品事業のみの単一セグメントであり、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 522.71円 473.16円

１株当たり当期純損失（△） △86.15円 △57.42円

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

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、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)

親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) △516,494 △344,253

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失（△）
(千円)

△516,494 △344,253

期中平均株式数(株) 5,995,173 5,995,173

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．その他

役員の異動

① 代表者の異動

　 該当事項はありません。

　

② その他の役員の異動

　 ・退任予定取締役

　 取締役 岡嶋 茂

　

③ 異動予定日

　 2021年６月23日

　

　


