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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３四半期 189,067 17.2 12,642 60.3 13,215 83.7 9,448 103.7 8,511 109.6 12,394 119.8

2021年３月期第３四半期 161,254 △20.4 7,885 △46.1 7,194 △46.8 4,638 △50.3 4,061 △52.4 5,637 △29.1

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３四半期 181.41 -

2021年３月期第３四半期 86.60 -

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３四半期 317,693 225,057 212,107 66.8

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３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年12月31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：無



① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期３Ｑ 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３Ｑ 1,665,175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３Ｑ 46,918,228株 2021年３月期３Ｑ 46,897,132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．10「２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記（４）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３Ｑ12,100株、2021年３月期19,200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３Ｑ15,690株、2021年３月期３Ｑ22,910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３四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、グループをあげて経営全般

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３四半

期連結累計期間の業績は、売上収益 1,891億円（前年同期比 17.2％増）、営業利益 126億円（前年同期比 60.3％

増）、税引前四半期利益 132億円（前年同期比 83.7％増）、親会社の所有者に帰属する四半期利益 85億円（前年同

期比 109.6％増）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 469億円（前年同期比 32.2％増）となりました。セグメント利益は、売上の増加により 56億円（前年

同期比 70.8％増）となりました。

〔ＡＴ（自動変速装置関連事業）〕

　売上収益は 1,218億円（前年同期比 10.2％増）となりました。セグメント利益は、売上の増加により 54億円（前

年同期比 68.8％増）となりました。

〔その他〕

　売上収益は 204億円（前年同期比 34.0％増）となりました。セグメント利益は、売上の増加により 16億円（前年

同期比 541.1％増）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 876億円（前年同期比 16.1％増）となりました。営業利益は、売上の増加により 76億円（前年同期比 

247.6％増）となりました。

〔北中米〕

　売上収益は 303億円（前年同期比 20.5％増）となりました。売上の増加はあるものの、営業損失は 6億円（前年同

期は 2億円の損失）となりました。

〔アジア・オセアニア〕

　売上収益は 655億円（前年同期比 16.6％増）となりました。営業利益は、売上の増加により 61億円（前年同期比 

31.1％増）となりました。

〔その他〕

　売上収益は 56億円（前年同期比 25.7％増）となりました。営業利益は、売上の増加により 4億円（前年同期比 

103.0％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、資産合計は 3,177億円（前連結会計年度末は 3,127億円）と

なり、前期末比 50億円（1.6％）増加しました。主な内容は、棚卸資産の増加 71億円、営業債権及びその他の債権

の増加 9億円、大型投資の抑制による有形固定資産の減少33億円であります。

　負債合計は 926億円（前連結会計年度末は 960億円）となり、前期末比 34億円（3.5％）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 39億円であります。

　資本合計につきましては 2,251億円（前連結会計年度は 2,167億円）となり、前期末比 83億円（3.8％）増加しま

した。内訳としては、利益剰余金の増加 52億円（親会社の所有者に帰属する四半期利益による増加 85億円、剰余金

の処分（配当金）による減少 33億円）、為替が円安に推移したことによる、その他の資本の構成要素の増加 29億

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

連結業績予想につきましては、2021年10月27日に公表いたしました2022年３月期の連結業績予想に変更はありませ

ん。
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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)

百万円 百万円

資産

流動資産

現金及び現金同等物 51,567 　 51,463

営業債権及びその他の債権 46,249 　 47,150

その他の金融資産 1,777 　 1,871

棚卸資産 34,399 　 41,546

その他の流動資産 2,702 　 2,428

流動資産合計 136,695 144,459

非流動資産

有形固定資産 163,963 160,651

のれん及び無形資産 2,648 2,719

持分法で会計処理されている投資 155 　 195

資本性金融商品に対する投資 2,349 　 2,368

その他の金融資産 116 　 119

繰延税金資産 4,677 　 4,982

退職給付に係る資産 1,193 　 1,199

その他の非流動資産 945 1,002

非流動資産合計 176,046 173,235

資産合計 312,741 317,693

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３四半期連結会計期間
(2021年12月31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 10,195

営業債務及びその他の債務 35,886 33,738

その他の金融負債 566 492

未払法人所得税 1,525 1,817

短期従業員給付 1,669 1,710

引当金 2,294 2,274

その他の流動負債 2,334 4,273

流動負債合計 62,788 54,498

非流動負債

社債及び借入金 23,752 28,141

その他の金融負債 789 950

退職給付に係る負債 6,613 6,761

繰延税金負債 887 1,100

その他の非流動負債 1,182 1,186

非流動負債合計 33,222 38,139

負債合計 96,011 92,637

資本

資本金 8,284 8,284

資本剰余金 7,571 7,548

自己株式 △3,822 △3,767

その他の資本の構成要素 △984 1,936

利益剰余金 192,878 198,106

親会社の所有者に帰属する持分合計 203,927 212,107

非支配持分 12,803 12,950

資本合計 216,730 225,057

負債及び資本合計 312,741 317,693
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 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)

百万円 百万円

売上収益 161,254 189,067

売上原価 135,190 155,019

売上総利益 26,064 34,048

販売費及び一般管理費 20,159 22,575

その他の収益 2,501 1,542

その他の費用 522 373

営業利益 7,885 12,642

金融収益 196 1,273

金融費用 898 720

持分法による投資利益 10 19

税引前四半期利益 7,194 13,215

法人所得税費用 2,555 3,767

四半期利益 4,638 9,448

    

四半期利益の帰属

親会社の所有者 4,061 8,511

非支配持分 577 937

四半期利益 4,638 9,448

    

１株当たり四半期利益

基本的および希薄化後（円） 86.60 181.41

（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)

百万円 百万円

四半期利益 4,638 9,448

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
362 11

純損益に振り替えられることのない項目合計 362 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 634 2,933

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
4 2

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 637 2,935

その他の包括利益合計 999 2,946

四半期包括利益 5,637 12,394

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 4,836 11,431

非支配持分 801 962

四半期包括利益 5,637 12,394

（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

四半期利益 - - - - - -

その他の包括利益 - - - 413 362 775

四半期包括利益合計 - - - 413 362 775

自己株式の取得 - - △0 - - -

自己株式の処分 - △11 37 - - -

剰余金の配当 - - - - - -

株式に基づく報酬取引 - △4 - - - -

利益剰余金への振替 - - - - - -

所有者との取引額合計 - △15 37 - - -

当期増減額 - △15 37 413 362 775

2020年12月31日時点の残高 8,284 7,568 △3,823 △5,686 72 △5,614

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

四半期利益 4,061 4,061 577 4,638

その他の包括利益 - 775 224 999

四半期包括利益合計 4,061 4,836 801 5,637

自己株式の取得 - △0 - △0

自己株式の処分 - 25 - 25

剰余金の配当 △3,517 △3,517 △808 △4,325

株式に基づく報酬取引 - △4 - △4

利益剰余金への振替 - - - -

所有者との取引額合計 △3,517 △3,495 △808 △4,304

当期増減額 544 1,341 △7 1,334

2020年12月31日時点の残高 191,864 198,279 11,764 210,042

（３）要約四半期連結持分変動計算書

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）
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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 -   -   -   2,909   11   2,920

四半期包括利益合計 -   -   -   2,909   11   2,920

自己株式の取得 -   -   △1   -   -   -

自己株式の処分 -   △16   56   -   -   -

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 -   △23   55   -   -   -

当期増減額 -   △23   55   2,909   11   2,920

2021年12月31日時点の残高 8,284   7,548   △3,767   1,638   298   1,936

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 8,511   8,511   937   9,448

その他の包括利益 -   2,920   26   2,946

四半期包括利益合計 8,511   11,431   962   12,394

自己株式の取得 -   △1   -   △1

自己株式の処分 -   40   -   40

剰余金の配当 △3,284   △3,284   △816   △4,100

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 △3,284   △3,252   △816   △4,067

当期増減額 5,227   8,180   147   8,326

2021年12月31日時点の残高 198,106   212,107   12,950   225,057

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）
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（４）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 35,460 110,601 146,062 15,193 - 161,254

セグメント間の内部売上収益(注２) 75 1,118 1,193 4,064 △5,257 -

計 35,535 111,719 147,255 19,257 △5,257 161,254

セグメント利益(注３) 3,298 3,221 6,519 244 1,122 7,885

金融収益 196

金融費用 898

持分法による投資利益 10

税引前四半期利益 7,194

（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３四半期連結累計期間（自  2020年４月１日　至  2020年12月31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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（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 46,866 121,838 168,705 20,362 - 189,067

セグメント間の内部売上収益(注２) 234 1,837 2,070 5,112 △7,182 -

計 47,100 123,675 170,775 25,474 △7,182 189,067

セグメント利益（注３） 5,634 5,436 11,071 1,565 7 12,642

金融収益 1,273

金融費用 720

持分法による投資利益 19

税引前四半期利益 13,215

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）

（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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