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第一部 【企業情報】
 

第１ 【企業の概況】

 
１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第133期

第２四半期
連結累計期間

第134期
第２四半期
連結累計期間

第133期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年９月30日

自　2021年４月１日
至　2021年９月30日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高
(百万円)

167,227 208,371 397,940

(第２四半期連結会計期間) (101,843) (98,585)  

税引前四半期(当期)損失(△) (百万円) △12,843 △481 △608

親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)損失(△) (百万円)

△12,652 △3,480 △4,957

(第２四半期連結会計期間) (△5,271) (△5,214)  

親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)包括利益

(百万円) △13,940 △1,992 3,031

親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 135,958 149,917 152,636

総資産額 (百万円) 354,061 371,043 379,502

基本的１株当たり四半期(当期)
損失(△) (円)

△121.86 △33.52 △47.74

(第２四半期連結会計期間) (△50.77) (△50.22)  

希薄化後１株当たり
四半期(当期)利益

(円) ― ― ―

親会社所有者帰属持分比率 (％) 38.4 40.4 40.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 7,743 9,358 29,830

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △13,074 △11,944 △26,126

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,440 △1,539 △6,032

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 25,792 26,106 31,080
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．希薄化後１株当たり四半期(当期)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。

４．上記指標は、国際会計基準(以下、「IFRS」という。)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務

諸表に基づいております。

 
２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の収束が見えないものの、一部の地

域ではワクチン接種の進展や景気刺激策により個人消費が回復し、経済活動が正常化に向かいつつあります。

当社グループに関連する業界については、経済活動の段階的な再開により需要の持ち直しが見られるものの、新

型コロナウイルス感染症の拡大によるサプライチェーンの混乱や半導体不足等による自動車の減産、さらに原材料

価格高騰の影響を受けるなど、一段と厳しい状況となりました。

このような中、当社グループでは、外部環境の変化に柔軟に対応し、利益を安定的に確保できる筋肉質な経営体

質を目指して、引き続き拠点の統廃合・集約など構造改革による最適化や、より一層の原価低減活動等を通じた収

益力の強化に努めています。

当第２四半期連結累計期間における連結業績については、売上高は208,371百万円（前年同期比24.6％増）、事業

利益は102百万円（前年同期は7,542百万円の事業損失）、営業損失は117百万円（前年同期は12,337百万円の営業損

失）、税引前四半期損失は481百万円（前年同期は12,843百万円の税引前四半期損失）、親会社の所有者に帰属する

四半期損失は3,480百万円（前年同期は12,652百万円の親会社の所有者に帰属する四半期損失）となりました。

 
※事業利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益を含めて算出して

おります。

 
各セグメントの業績は、次のとおりです。

＜自動車用品＞

外部顧客への売上高は、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化や半導体不足等による自動車の減産があったも

のの、多くの地域で前年同期と比べて生産台数が増加したため、179,319百万円（前年同期比25.3％増）となりまし

た。

事業利益は、生産台数増加に伴い売上が増加したものの、鋼材等の原材料価格高騰の影響を受け、2,069百万円

（前年同期は7,658百万円の事業損失）の赤字となりました。

 
＜一般産業用品＞

外部顧客への売上高は、29,052百万円（前年同期比20.3％増）となりました。

プリンター向け機能部品は、ペーパーレス化や労働環境の変化などを背景に、引き続き一定量の需要減少傾向が

見られるものの、前年同期と比べて需要が増加したため、増収となりました。

高圧ホースは、各国の経済活動の回復により住宅投資やインフラ投資などが活発となったため、日本は輸出向け

を中心に需要が増加しました。また中国では、引き続きインフラ投資などが旺盛で、輸出向けや建機以外の工作機

械向けの需要も取り込み、増収となりました。

事業利益は、主として売上増加により、2,171百万円（前年同期比18.8倍）となりました。 
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事業セグメント別実績

（単位：百万円、増減率％）

 
外部顧客への売上高

事業利益
日本 米州 アジア 欧州その他 合計

2020年度
 
 
 

自動車用品 46,039 32,094 48,826 16,112 143,071 △7,658

一般産業用品 16,311 138 6,921 786 24,156 116

合計 62,350 32,232 55,747 16,898 167,227 △7,542

2021年度
 
 
 

自動車用品 53,885 44,757 59,282 21,395 179,319 △2,069

一般産業用品 20,131 80 8,668 173 29,052 2,171

合計 74,016 44,837 67,950 21,568 208,371 102

増減率
 
 
 

自動車用品 +17.0 +39.5 +21.4 +32.8 +25.3 ―

一般産業用品 +23.4 -42.0 +25.2 -78.0 +20.3 ―

合計 +18.7 +39.1 +21.9 +27.6 +24.6 ―
 

 
(2)財政状態の分析

＜資産＞

流動資産は、179,021百万円（前連結会計年度末比8,653百万円減）となりました。これは、営業債権及びその他

の債権が13,863百万円減少したことなどによるものです。非流動資産は、192,022百万円（前連結会計年度末比194

百万円増）となりました。

以上の結果、資産合計は、371,043百万円（前連結会計年度末比8,459百万円減）となりました。

 
＜負債＞

負債合計は、203,095百万円（前連結会計年度末比4,936百万円減）となりました。これは、営業債務及びその他

の債務が5,248百万円減少したことなどによるものです。

 
＜資本＞

資本合計は、167,948百万円（前連結会計年度末比3,523百万円減）となりました。親会社所有者帰属持分比率は

40.4％となりました。

 
(3)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末より4,974百

万円減少し、当第２四半期連結累計期間末には26,106百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間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)

当第２四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、9,358百万円（前年同期比1,615百万円の増

加）となりました。

これは主に、営業債権及びその他の債権の減少14,131百万円、営業債務及びその他の債務の減少6,533百万円によ

るものであります。

 
 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、11,944百万円（前年同期比1,130百万円の減

少）となりました。

これは主に、有形固定資産及び無形資産の取得による支出12,436百万円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)

当第２四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、1,539百万円（前年同期比99百万円の増加）

となりました。

これは主に、配当金の支払727百万円によるものであります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、7,373百万円です。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 
(6) 生産、受注及び販売の実績

当社グループの自動車用品セグメントについて、当第２四半期連結累計期間における販売実績は、新型コロナウ

イルス感染症拡大の長期化や半導体不足等による自動車の減産影響があったものの、「(1) 業績の状況」に記載の

通り、増加しております。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

計 400,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在発行数
(株)

(2021年11月４日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 104,042,806 104,042,806
東京証券取引所市場第一部
名古屋証券取引所市場第一部

１単元(100株)

計 104,042,806 104,042,806 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年７月１日～
2021年９月30日

― 104,042,806 ― 12,145 ― 10,867
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(5) 【大株主の状況】

（2021年９月30日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

住友電気工業㈱ 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 51,534 49.64

マルヤス工業㈱ 名古屋市昭和区白金二丁目７番11号 10,901 10.50

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 東京都港区浜松町二丁目11番３号 5,034 4.85

フコク物産㈱ 東京都大田区大森西二丁目32番７号 2,719 2.62

住友理工共栄持株会 名古屋市中村区名駅一丁目１番１号 2,691 2.59

㈱日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番12号 2,163 2.08

住友理工社員持株会 名古屋市中村区名駅一丁目１番１号 1,948 1.88

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
（常任代理人　シティバンク、
　エヌ・エイ東京支店）

PALISADES WEST 6300,BEE CAVE ROAD
BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

835 0.80

㈱日本カストディ銀行（信託口９） 東京都中央区晴海一丁目８番12号 832 0.80

住友生命保険相互会社　
（常任代理人　㈱日本カストディ銀行）

東京都中央区築地七丁目18番24号
（東京都中央区晴海一丁目８番12号）

678 0.65

計 79,335 76.41
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

    (2021年９月30日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式 (自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式 (その他) ― ― ―

完全議決権株式 (自己株式等) 普通株式 216,500 ― １単元(100株)

完全議決権株式 (その他) 普通株式 103,770,400 1,037,704 １単元(100株)(注１)

単元未満株式 普通株式 55,906 ―
１単元(100株)
未満の株式(注２)

発行済株式総数  104,042,806 ― ―

総株主の議決権 ― 1,037,704 ―
 

(注) １.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権２個)が含まれております。

２.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式76株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  (2021年９月30日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

住友理工株式会社
愛知県小牧市
東三丁目１番地

216,500 ― 216,500 0.21

計 ― 216,500 ― 216,500 0.21
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　要約四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。)第１条の２に定める「指定国際会計基準特定会社」の要件

をすべて満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下、「IAS第34号」とい

う。)に準拠して作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表

について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【要約四半期連結財務諸表】

① 【要約四半期連結財政状態計算書】

   (単位：百万円)

 注記
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)

資産    

流動資産    

現金及び現金同等物 7 31,080 26,106

営業債権及びその他の債権 7 87,338 73,475

棚卸資産  60,878 71,356

未収法人所得税  1,210 576

その他の金融資産 7 786 726

その他の流動資産  6,382 6,782

流動資産合計  187,674 179,021

    
非流動資産    
有形固定資産  143,228 142,669

使用権資産  6,209 6,112

のれん  654 610

無形資産  17,220 17,195

持分法で会計処理されている投資  3,556 3,654

繰延税金資産  3,804 3,780

退職給付に係る資産  10,939 10,756

その他の金融資産 7 5,098 6,071

その他の非流動資産  1,120 1,175

非流動資産合計  191,828 192,022

資産合計  379,502 371,043

    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 7 72,860 67,612

社債及び借入金 7 34,195 26,373

未払法人所得税  1,690 1,397

引当金  3,661 3,561

リース負債  2,727 2,792

その他の金融負債 7 1,949 1,579

その他の流動負債  11,360 11,749

流動負債合計  128,442 115,063

    
非流動負債    
社債及び借入金 7 59,260 68,660

繰延税金負債  5,209 4,624

退職給付に係る負債  7,949 7,976

引当金  499 510

リース負債  3,400 3,225

その他の金融負債 7 191 161

その他の非流動負債  3,081 2,876

非流動負債合計  79,589 88,032

負債合計  208,031 203,095

    
資本    

資本金  12,145 12,145

資本剰余金  12,051 12,051

利益剰余金  131,320 127,113

自己株式  △273 △273

その他の資本の構成要素  △2,607 △1,119

親会社の所有者に帰属する持分合計  152,636 149,917

非支配持分  18,835 18,031

資本合計  171,471 167,948

負債及び資本合計  379,502 371,043
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② 【要約四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

   (単位：百万円)

 注記

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)

売上高 5,6 167,227 208,371

売上原価  △149,495 △182,358

売上総利益  17,732 26,013

販売費及び一般管理費  △25,164 △25,980

持分法による投資利益又は損失（△）  △110 69

事業利益又は損失（△） 5 △7,542 102

その他の収益  707 857
その他の費用  △5,502 △1,076

営業損失（△）  △12,337 △117

金融収益  106 193

金融費用  △612 △557

税引前四半期損失（△）  △12,843 △481

法人所得税費用  200 △2,089

四半期損失（△）  △12,643 △2,570

    
四半期利益の帰属    
親会社の所有者  △12,652 △3,480

非支配持分  9 910

四半期損失（△）  △12,643 △2,570

    
１株当たり四半期利益    
基本的１株当たり四半期損失（△）(円） 9 △121.86 △33.52

 

 

【第２四半期連結会計期間】

   (単位：百万円)

 注記

前第２四半期
連結会計期間

(自　2020年７月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期
連結会計期間

(自　2021年７月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 5 101,843 98,585

売上原価  △87,606 △88,368

売上総利益  14,237 10,217

販売費及び一般管理費  △13,665 △12,896

持分法による投資利益又は損失（△）  △71 68

事業利益又は損失（△） 5 501 △2,611

その他の収益  415 229

その他の費用  △4,614 △776

営業損失（△）  △3,698 △3,158

金融収益  23 73

金融費用  △356 △283

税引前四半期損失（△）  △4,031 △3,368

法人所得税費用  △986 △1,417

四半期損失（△）  △5,017 △4,785

    
四半期利益の帰属    
親会社の所有者  △5,271 △5,214

非支配持分  254 429

四半期損失（△）  △5,017 △4,785

    
１株当たり四半期利益    
基本的１株当たり四半期損失（△）（円） 9 △50.77 △50.22
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③ 【要約四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

   (単位：百万円)

 注記

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)

四半期損失（△）  △12,643 △2,570

    
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
測定される金融資産

 △523 676

    
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の為替換算差額  △556 △142

キャッシュ・フロー・ヘッジ  29 17

持分法によるその他の包括利益  △100 87

その他の包括利益合計  △1,150 638

四半期包括利益  △13,793 △1,932

    
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者  △13,940 △1,992

非支配持分  147 60

四半期包括利益  △13,793 △1,932
 

 

【第２四半期連結会計期間】

   (単位：百万円)

 注記

前第２四半期
連結会計期間

(自　2020年７月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期
連結会計期間

(自　2021年７月１日
　至　2021年９月30日)

四半期損失（△）  △5,017 △4,785

    
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
測定される金融資産

 △529 669

    
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の為替換算差額  △1,161 △444

キャッシュ・フロー・ヘッジ  2 9

持分法によるその他の包括利益  71 4

その他の包括利益合計  △1,617 238

四半期包括利益  △6,634 △4,547

    
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者  △6,499 △4,432

非支配持分  △135 △115

四半期包括利益  △6,634 △4,547
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④ 【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)

(単位：百万円)

 注記 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定される金融

資産

確定給付制度
の再測定

2020年４月１日残高  12,145 12,051 134,322 △272 3,332 ―

四半期利益又は損失(△)  ― ― △12,652 ― ― ―

その他の包括利益  ― ― ― ― △523 ―

四半期包括利益合計  ― ― △12,652 ― △523 ―

自己株式の取得及び処分  ― ― ― △0 ― ―

剰余金の配当 8 ― ― △727 ― ― ―

所有者との取引額等合計  ― ― △727 △0 ― ―

2020年９月30日残高  12,145 12,051 120,943 △272 2,809 ―
 

　

　 注記

その他の資本の構成要素
親会社の所
有者に帰属
する持分合

計

非支配
持分

資本合計在外営業活
動体の為替
換算差額

キャッ
シュ・フ
ロー・ヘッ

ジ

合計

2020年４月１日残高  △10,844 △109 △7,621 150,625 17,043 167,668

四半期利益又は損失(△)  ― ― ― △12,652 9 △12,643

その他の包括利益  △794 29 △1,288 △1,288 138 △1,150

四半期包括利益合計  △794 29 △1,288 △13,940 147 △13,793

自己株式の取得及び処分  ― ― ― △0 ― △0

剰余金の配当 8 ― ― ― △727 △879 △1,606

所有者との取引額等合計  ― ― ― △727 △879 △1,606

2020年９月30日残高  △11,638 △80 △8,909 135,958 16,311 152,269
 

 
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)

(単位：百万円)

 注記 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定される金融

資産

確定給付制度
の再測定

2021年４月１日残高  12,145 12,051 131,320 △273 2,825 ―

四半期利益又は損失(△)  ― ― △3,480 ― ― ―

その他の包括利益  ― ― ― ― 676 ―

四半期包括利益合計  ― ― △3,480 ― 676 ―

自己株式の取得及び処分  ― ― ― △0 ― ―

剰余金の配当 8 ― ― △727 ― ― ―

所有者との取引額等合計  ― ― △727 △0 ― ―

2021年９月30日残高  12,145 12,051 127,113 △273 3,501 ―
 

　

　 注記

その他の資本の構成要素
親会社の所
有者に帰属
する持分合

計

非支配
持分

資本合計在外営業活
動体の為替
換算差額

キャッ
シュ・フ
ロー・ヘッ

ジ

合計

2021年４月１日残高  △5,372 △60 △2,607 152,636 18,835 171,471

四半期利益又は損失(△)  ― ― ― △3,480 910 △2,570

その他の包括利益  795 17 1,488 1,488 △850 638

四半期包括利益合計  795 17 1,488 △1,992 60 △1,932

自己株式の取得及び処分  ― ― ― △0 ― △0

剰余金の配当 8 ― ― ― △727 △864 △1,591

所有者との取引額等合計  ― ― ― △727 △864 △1,591

2021年９月30日残高  △4,577 △43 △1,119 149,917 18,031 167,948
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⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

   (単位：百万円)

 注記

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)

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期損失（△）  △12,843 △481

減価償却費及び償却費  16,281 15,159

事業整理損失  2,435 ―

子会社清算損  238 ―

持分法による投資損益(△は益)  110 △69

受取利息及び受取配当金  △90 △131

支払利息  456 453

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)  1,197 14,131

棚卸資産の増減額(△は増加)  2,980 △10,027

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)  △5,330 △6,533

引当金の増減額(△は減少)  1,981 △127

その他  2,974 △27

小計  10,389 12,348

利息及び配当金の受取額  77 189

利息の支払額  △410 △401

法人所得税の支払額  △2,313 △2,778

営業活動によるキャッシュ・フロー  7,743 9,358

投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得による支出  △11,514 △12,436

有形固定資産及び無形資産の売却による収入  275 354
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

 △1,833 ―

その他の金融資産の売却による収入  ― 21

その他  △2 117

投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,074 △11,944

財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減
額(△は減少)

 12,535 △1,977

長期借入金及び社債の発行による収入  429 14,499

長期借入金の返済及び社債の償還による支出  △11,450 △11,068

リース負債の返済による支出  △1,348 △1,402

配当金の支払額 8 △727 △727

非支配持分への配当金の支払額  △879 △864

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,440 △1,539

現金及び現金同等物に係る換算差額  △649 △849

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △7,420 △4,974

現金及び現金同等物の期首残高  33,212 31,080

現金及び現金同等物の四半期末残高  25,792 26,106
 

EDINET提出書類

住友理工株式会社(E01097)

四半期報告書

14/27



【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業

住友理工株式会社(以下、「当社」という。)は、日本に所在する株式会社であります。当社の要約四半期連結財務

諸表は2021年９月30日を期末日とし、当社及び子会社(以下、「当社グループ」という。)並びに当社の関連会社によ

り構成されております。当社グループの主な事業内容は、注記５.「セグメント情報」に記載しております。

なお、当社の親会社は住友電気工業株式会社であります。

 
２．作成の基礎

(1) 要約四半期連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に定める「指定国際会計基準特

定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。

本要約四半期連結財務諸表は、2021年11月１日に取締役会によって承認されております。

 

(2) 測定の基礎

要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として測定し

ております。

 

(3) 表示通貨及び単位

要約四半期連結財務諸表の表示通貨は、当社の機能通貨である日本円であり、百万円未満を四捨五入しておりま

す。

 

３．重要な会計方針

当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表にお

いて適用した会計方針と同様であります。

なお、当第２四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を用いて算定しております。

 

４．重要な会計上の見積り及び判断

当社グループの本要約四半期連結財務諸表は、経営者の見積り及び仮定を含んでおります。これらの見積り及び仮

定は、過去の実績及び期末日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づ

きますが、将来において、これらの見積り及び仮定とは異なる結果となる可能性があります。見積り及びその基礎と

なる仮定は、継続して見直しております。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更した会計期間及び

影響を受ける将来の会計期間において認識しております。

新型コロナウイルス感染症の収束時期を正確に予測するのは困難な状況ではありますが、本感染症の影響につきま

しては、当事業年度においても一定期間にわたり当該影響が継続する仮定のもとに、現時点で入手可能な情報や予測

に基づき、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積を行っています。

本要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、原則として前連結会計年度に係る連結

財務諸表と同様であります。
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５．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、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、製品・サービス別の管理体制を置き、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的

な戦略を立案し、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、管理体制を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「自

動車用品」、「一般産業用品」の２つを報告セグメントとしております。

 
各報告セグメント区分の主な製品・サービス又は事業内容は、以下のとおりであります。

報告セグメント 主な製品・サービス又は事業内容

自動車用品 防振ゴム、ホース、内装品、制遮音品、燃料電池（FC）部材、ゴムシール材等

一般産業用品
精密樹脂ブレード・ロール、車両用・住宅用・橋梁用防振ゴム、高圧ホース・搬送
用ホース等
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(2) 報告セグメントごとの売上高及び利益

報告セグメントの会計方針は、注記３.「重要な会計方針」で記載している当社グループの会計方針と同じであり

ます。

報告セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

当社グループの報告セグメントごとの売上高、利益又は損失及びその他の項目は、以下のとおりであります。

　
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)

    (単位：百万円)

 自動車用品 一般産業用品 合計 調整額
要約四半期
連結財務諸表

計上額

売上高      

外部顧客への売上高 143,071 24,156 167,227 ― 167,227

セグメント間の内部
売上高又は振替高

809 6,284 7,093 △7,093 ―

計 143,880 30,440 174,320 △7,093 167,227

セグメント利益
又は損失（△）（注）

△7,658 116 △7,542 ― △7,542

その他の収益     707

その他の費用     △5,502

営業損失（△）     △12,337

金融収益  106

金融費用  △612

税引前四半期損失（△）  △12,843
 

（注）セグメント利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益を含めた金

額である事業利益を使用しております。

 
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)

    (単位：百万円)

 自動車用品 一般産業用品 合計 調整額
要約四半期
連結財務諸表

計上額

売上高      

外部顧客への売上高 179,319 29,052 208,371 ― 208,371

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,151 7,201 8,352 △8,352 ―

計 180,470 36,253 216,723 △8,352 208,371

セグメント利益
又は損失（△）（注）

△2,069 2,171 102 ― 102

その他の収益     857

その他の費用     △1,076

営業損失（△）     △117

金融収益  193

金融費用  △557

税引前四半期損失（△）  △481
 

（注）セグメント利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益を含めた金

額である事業利益を使用しております。
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前第２四半期連結会計期間(自　2020年７月１日　至　2020年９月30日)

    (単位：百万円)

 自動車用品 一般産業用品 合計 調整額
要約四半期
連結財務諸表

計上額

売上高      

外部顧客への売上高 90,046 11,797 101,843 ― 101,843

セグメント間の内部
売上高又は振替高

394 3,293 3,687 △3,687 ―

計 90,440 15,090 105,530 △3,687 101,843

セグメント利益
又は損失（△）（注）

533 △32 501 ― 501

その他の収益     415

その他の費用     △4,614

営業損失（△）     △3,698

金融収益  23

金融費用  △356

税引前四半期損失（△）  △4,031
 

　（注）セグメント利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益を含めた金

額である事業利益を使用しております。

 

当第２四半期連結会計期間(自　2021年７月１日　至　2021年９月30日)

    (単位：百万円)

 自動車用品 一般産業用品 合計 調整額
要約四半期
連結財務諸表

計上額

売上高      

外部顧客への売上高 84,593 13,992 98,585 ― 98,585

セグメント間の内部
売上高又は振替高

624 3,409 4,033 △4,033 ―

計 85,217 17,401 102,618 △4,033 98,585

セグメント利益
又は損失（△）（注）

△3,475 864 △2,611 ― △2,611

その他の収益     229

その他の費用     △776

営業損失（△）     △3,158

金融収益  73

金融費用  △283

税引前四半期損失（△）  △3,368
 

　（注）セグメント利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益を含めた金

額である事業利益を使用しております。
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６．収益

主たる地域市場における収益の分解と報告セグメントとの関連は以下のとおりであります。

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)

(単位：百万円)

報告セグメント 日本 米州 アジア 欧州その他 合計

自動車用品 46,039 32,094 48,826 16,112 143,071

一般産業用品 16,311 138 6,921 786 24,156

合計 62,350 32,232 55,747 16,898 167,227
 

(注)　金額は、外部顧客への売上高で表示しております。

 
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)

(単位：百万円)

報告セグメント 日本 米州 アジア 欧州その他 合計

自動車用品 53,885 44,757 59,282 21,395 179,319

一般産業用品 20,131 80 8,668 173 29,052

合計 74,016 44,837 67,950 21,568 208,371
 

(注)　金額は、外部顧客への売上高で表示しております。

 
７．金融商品

(1) 金融商品の公正価値

①　公正価値の測定方法

(現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務)

これらは短期間で決済されるものであるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。

(その他の金融資産、その他の金融負債)

その他の金融資産のうち、３ヶ月超の定期預金等については、短期間で決済されるものであるため、帳簿価額

が公正価値の合理的な近似値となっております。

その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産のうち、上場株式については取引所の市場価格、非

上場株式については類似会社の市場価格に基づく評価技法等を用いて算定しております。

純損益を通じて公正価値で測定される金融資産及び金融負債並びにヘッジ手段として指定された金融資産及び

金融負債であるデリバティブについては、取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。

(社債及び借入金)

社債及び借入金については、将来キャッシュ・フローを、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値により算定しております。
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②　金融商品の区分ごとの公正価値

金融資産及び金融負債の公正価値と要約四半期連結財政状態計算書上の帳簿価額は以下のとおりであります。

 (単位:百万円)

 

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)

帳簿
価額

公正
価値

帳簿
価額

公正
価値

償却原価で測定される金融負債     

社債 44,874 45,315 44,885 45,333

借入金 48,581 34,688 44,148 44,258
 

 
「②　金融商品の区分ごとの公正価値」で開示している、償却原価で測定される金融商品の公正価値ヒエラル

キーはすべてレベル２であります。

純損益を通じて公正価値で測定される金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産

は、要約四半期連結財政状態計算書における「その他の金融資産」に含まれております。

純損益を通じて公正価値で測定される金融負債及びヘッジ手段として指定された金融負債は、要約四半期連結

財政状態計算書における「その他の金融負債」に含まれております。

なお、当初認識時に、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産及び金融負債として指定する取消不能な

選択を行った金融資産及び金融負債は保有しておりません。
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③　公正価値ヒエラルキー

以下の表は、金融資産及び金融負債に関する経常的な公正価値測定を分析したものであります。これらの公正

価値測定は、用いられる評価技法へのインプットに基づいて、３つの公正価値ヒエラルキーのレベルに区分され

ております。それぞれのレベルは、以下のように定義付けられております。

レベル１：当社グループが測定日にアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における相場価

格(無調整)

レベル２：レベル１に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接的又は間接的

に観察可能なもの

レベル３：資産又は負債に関する観察可能でないインプット

 
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識しており

ます。

前連結会計年度(2021年３月31日)

  (単位:百万円)

 レベル１ レベル２ レベル３

純損益を通じて公正価値で測定される金融資産    

デリバティブ ― 273 ―

その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
金融資産

   

上場株式 117 ― ―

非上場株式 ― ― 4,298

資産合計 117 273 4,298

純損益を通じて公正価値で測定される金融負債    

デリバティブ ― 1,412 ―

ヘッジ手段として指定された金融負債    

デリバティブ ― 85 ―

負債合計 ― 1,497 ―
 

　

当第２四半期連結会計期間(2021年９月30日)

 (単位:百万円)

 レベル１ レベル２ レベル３

純損益を通じて公正価値で測定される金融資産    

デリバティブ ― 329 ―

その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
金融資産

   

上場株式 124 ― ―

非上場株式 ― ― 5,245

資産合計 124 329 5,245

純損益を通じて公正価値で測定される金融負債    

デリバティブ ― 987 ―

ヘッジ手段として指定された金融負債    

デリバティブ ― 60 ―

負債合計 ― 1,047 ―
 

前連結会計年度及び当第２四半期連結累計期間中、レベル１と２間の振替はありませんでした。
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④　レベル２、３に区分される公正価値測定に関する情報

(a) 評価技法及びインプット

レベル２の金融資産及び金融負債は、デリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債であります。これら

の公正価値は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

レベル３の金融資産は、主として非上場株式であります。非上場株式の公正価値は、類似会社の市場価格に

基づく評価技法等を用いて算定しております。非上場株式の公正価値測定にあたっては、評価倍率等の観察可

能でないインプットを用いております。

 
(b) 評価プロセス

レベル３の金融商品に係る公正価値の測定は、関連する社内規程に従い実施しております。公正価値の測定

に際しては、対象となる金融商品の性質、特徴及びリスクを最も適切に反映できる評価技法及びインプットを

用いております。また公正価値の測定結果については上位役職者のレビューを受けております。

 
(c) レベル３に区分される経常的な公正価値測定

経常的に公正価値で測定されるレベル３に分類される金融商品の公正価値の測定に関する重要な観察可能で

ないインプットは、EBIT倍率及び非流動性ディスカウントであります。公正価値はEBIT倍率の上昇(低下)によ

り増加(減少)し、非流動性ディスカウントの上昇(低下)により減少(増加)します。

 
レベル３に分類される金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変

更した場合の公正価値の増減は重要ではありません。

 
⑤　レベル３に分類された金融商品の期首残高から期末残高への調整表

  (単位:百万円)

 
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)

期首残高 5,063 4,298

購入 ― ―

利得又は損失合計   

その他の包括利益 △759 968

売却・決済 ― △21

その他 ― ―

期末残高 4,304 5,245
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８．配当金

前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間における配当金支払額は、以下のとおりであります。

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)

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2020年６月18日
定時株主総会

普通株式 727 7.00 2020年３月31日 2020年６月19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)

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2021年６月17日
定時株主総会

普通株式 727 7.00 2021年３月31日 2021年６月18日
 

 

また、配当の効力発生日が第２四半期連結会計期間末後となるものは、以下のとおりであります。

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)

　　該当事項はありません。

 

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)

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2021年11月1日
取締役会

普通株式 727 7.00 2021年９月30日 2021年12月１日
 

 
９．１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。なお、希薄化後１株当たり四半期利益

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。

 
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)

親会社の所有者に帰属する四半期損失(△)(百万円) △12,652 △3,480

期中平均普通株式数(千株) 103,828 103,826

基本的１株当たり四半期損失(△)(円) △121.86 △33.52
 

　

 
前第２四半期連結会計期間
(自　2020年７月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　2021年７月１日
至　2021年９月30日)

親会社の所有者に帰属する四半期損失(△)(百万円) △5,271 △5,214

期中平均普通株式数(千株) 103,827 103,826

基本的１株当たり四半期損失(△)(円) △50.77 △50.22
 

　

 
10．後発事象

記載すべき事項はありません。
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２ 【その他】

　①2021年11月１日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

　（イ）中間配当による配当の総額・・・・・・・・727百万円

　（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・７円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・2021年12月１日

　（注）2021年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。

 
　②訴訟

当社は、2014年６月５日に広島地方裁判所において、マツダ株式会社（以下、マツダ社）から、マツダ社製乗用

車３車種でパワーステアリング装置の不具合により、マツダ社がリコール等の市場改善措置等を実施した件につい

て、当社に対して16,270百万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟（第一審）を提起されていたところ、2019年６

月24日に第一審判決の言い渡しがあり、マツダ社の主張には理由がなく、当該損害賠償請求を棄却するとの判決が

言い渡されました。その後、マツダ社は2019年７月10日に、広島高等裁判所に控訴しております。当社は、控訴審

においても、引き続き当社の主張の正当性が認められるよう適切に対応していきます。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

住友理工株式会社(E01097)

四半期報告書

25/27



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2021年11月２日

住友理工株式会社

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所
 

　
　

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森　　本　　泰　　行  
 

　

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 金　　原　　正　　英  
 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住友理工株式会

社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸

表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四

半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半期

レビューを行った。

 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、「四半期連結財務諸表の用語、

様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、住友理工

株式会社及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四

半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる

証拠を入手したと判断している。

 
要約四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第４項に基づき、継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から要約

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第１号「財務

諸表の表示」第４項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま

た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において要約四半期連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

・要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約四半期連結財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに要約四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

・要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、要約四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、

単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上　
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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