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(百万円未満四捨五入)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 セグメント利益 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 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 138,825 △29.8 △1,418 － △2,671 － △3,432 － △3,901 － △3,757 － △1,287 －

2020年３月期第２四半期 197,638 △2.5 11,919 25.9 4,498 － 4,205 － 1,919 － 1,666 － △2,592 －

　

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

2021年３月期第２四半期 △147.08 －
2020年３月期第２四半期 65.20 －

　

※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て算出しております。
　

（２）連結財政状態

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

１株当たり親会社

所有者帰属持分

百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年３月期第２四半期 402,279 78,243 72,920 18.1 2,854.78

2020年３月期 410,454 79,815 74,094 18.1 2,900.73
　
　
　

２．配当の状況

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

2020年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年３月期 － 0.00

2021年３月期(予想) － － －

(注)１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有
(注)２．2021年３月期における配当予想額は未定であります。
※配当予想の修正については、本日（2020年11月６日）公表の「剰余金の配当（中間配当無配）に関するお知らせ」を

ご覧ください。
　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 セグメント利益 営業利益 税引前利益 当期利益
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 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 310,000 △18.8 6,200 △64.7 4,000 － 2,300 － 800 － 500 － 19.57

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有

※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て算出しております。
　



※ 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
　

（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２Ｑ 25,748,431株 2020年３月期 25,748,431株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 205,355株 2020年３月期 205,222株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年３月期２Ｑ 25,543,179株 2020年３月期２Ｑ 25,543,442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

（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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当た
っての注意事項等については、添付資料Ｐ.３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将
来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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(2020年４月１日～2020年９月30日)における世界経済は、新型コロナウイルスの感

染拡大の影響を受け、経済活動に再開の動きが見られたものの、厳しい状況で推移いたしました。また、わが国

経済においては、緊急事態宣言解除後に政府による景気刺激策の導入が続き、徐々に経済活動が回復してきてお

りますが、依然として新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されており、先行きが不透明な状況が続いておりま

す。

当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高につきましては、依然として続く新型コロナウイル

スの感染拡大による世界的な景気の低迷により、1,388億円と前第２四半期連結累計期間に比べ588億円の減収と

なりました。

そのため、営業損失につきましては26億71百万円（前年同期営業利益44億98百万円）、親会社の所有者に帰属

する四半期損失につきましては、37億57百万円（前年同期親会社の所有者に帰属する四半期利益16億66百万円）

となりました。

　

（建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為の影響について）

2019年３月期において、当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社にて、製造・販売し

てきた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性

能評価基準（※）に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品を建築物に取り付けていた事実が判

明いたしました。（※）制振用オイルダンパーについては、大臣認定制度はありません。

当第２四半期連結累計期間において、状況が進捗したことから免震・制振用オイルダンパーの製作費用、交換

工事に要する費用、構造再計算費用、及び補償等の製品保証引当金について繰入及び取崩を行った影響額、並び

に対応本部の人件費等の諸費用をその他の費用に計上しております。

なお、当第２四半期連結会計期間においては、2020年９月30日時点で交換が未完了の不適合品及び不明の対象

製品全数（免震用オイルダンパー1,622本、制振用オイルダンパー2,287本の合計3,909本）、並びに台湾輸出品の

うち交換が未完了の不適合品及び不明の対象製品全数を製品保証引当金の対象としております。

本件に係る製品保証引当金の当第２四半期連結会計期間の残高は、366億52百万円であります。

（２）財政状態に関する説明

財政状態につきましては、総資産が4,023億円と前連結会計年度末に比べ82億円の減少となりました。流動資産

は、現金及び現金同等物は増加したものの、営業債権及びその他の債権の減少により、51億円減少の2,115億円と

なりました。非流動資産は、有形固定資産の減少等により、31億円減少の1,907億円となりました。

負債は、営業債務及びその他の債務の減少等により、66億円減少の3,240億円となりました。

資本は、利益剰余金の減少により、16億円減少の782億円となりました。
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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

2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染拡大が当社グループに与える影響を合

理的に算定することが困難であったことから未定としておりましたが、現時点において入手可能な情報に基づい

て業績予想を算定し公表いたします。

なお、為替レートにつきましては通期で１ＵＳドル104.96円、１ユーロ118.15円（第３四半期連結会計期間以

降１ＵＳドル103円、１ユーロ115円）を前提としております。

2021年３月期通期連結業績予想数値の修正(2020年４月１日～2021年３月31日)

売上高
(百万円)

セグメント
利益

(百万円)

営業利益
(百万円)

税引前利益
(百万円)

当期利益
(百万円)

親会社の
所有者に
帰属する
当期利益
(百万円)

基本的
１株当たり
当期利益
(円)

前回発表予想(Ａ) ― ― ― ― ― ― ―

今回修正予想(Ｂ) 310,000 6,200 4,000 2,300 800 500 19.57

増減額(Ｂ－Ａ) ― ― ― ― ― ― ―

増減率(％) ― ― ― ― ― ― ―

(ご参考)前期実績
(2020年３月期)

381,584 17,575 △40,298 △41,419 △61,819 △61,879 △2,422.53
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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

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 50,423 63,828

営業債権及びその他の債権 95,547 83,872

棚卸資産 56,252 52,499

その他の金融資産 1,167 1,369

その他の流動資産 13,246 9,963

流動資産合計 216,635 211,531

非流動資産

有形固定資産 165,825 161,397

のれん 238 236

無形資産 4,874 4,507

持分法で会計処理されている投資 5,534 4,398

その他の金融資産 14,230 17,586

その他の非流動資産 1,093 924

繰延税金資産 2,025 1,699

非流動資産合計 193,818 190,748

資産合計 410,454 402,279
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債及び資本

流動負債

営業債務及びその他の債務 69,661 53,185

借入金 88,714 82,087

未払法人所得税 1,281 942

その他の金融負債 24,868 22,738

引当金 51,247 43,127

その他の流動負債 2,160 1,833

流動負債合計 237,931 203,913

非流動負債

借入金 33,268 60,149

退職給付に係る負債 15,977 15,850

その他の金融負債 28,415 28,447

引当金 6,301 6,027

その他の非流動負債 578 613

繰延税金負債 8,167 9,038

非流動負債合計 92,707 120,124

負債合計 330,639 324,036

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 27,648 27,648

資本剰余金 29,414 29,414

利益剰余金 19,617 15,863

自己株式 △602 △602

その他の資本の構成要素 △1,983 596

親会社の所有者に帰属する持分合計 74,094 72,920

非支配持分 5,721 5,323

資本合計 79,815 78,243

負債及び資本合計 410,454 402,279
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（２）要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

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

売上高 197,638 138,825

売上原価 158,851 118,125

売上総利益 38,787 20,699

販売費及び一般管理費 26,868 22,118

持分法による投資損益（△は損失） 299 △181

その他の収益 667 1,342

その他の費用 8,388 2,413

営業利益又は営業損失（△） 4,498 △2,671

金融収益 339 550

金融費用 632 1,311

税引前四半期利益又は

税引前四半期損失（△）
4,205 △3,432

法人所得税費用 2,286 469

四半期利益又は四半期損失（△） 1,919 △3,901

四半期利益の帰属

親会社の所有者 1,666 △3,757

非支配持分 254 △144

四半期利益又は四半期損失（△） 1,919 △3,901

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益又は

四半期損失（△）（円）
65.20 △147.08
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（３）要約四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

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

四半期利益又は四半期損失（△） 1,919 △3,901

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測定する
金融資産の公正価値の純変動

△1,287 2,332

確定給付制度の再測定 4 △1

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

0 0

合計 △1,282 2,331

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 △2,889 450

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

△340 △167

合計 △3,229 282

その他の包括利益合計 △4,511 2,614

四半期包括利益 △2,592 △1,287

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 △2,711 △1,174

非支配持分 119 △113

合計 △2,592 △1,287
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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

(単位：百万円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

2019年４月１日残高 27,648 29,414 86,536 △600

会計方針の変更 － － △150 －

修正再表示後の残高 27,648 29,414 86,386 △600

四半期包括利益

四半期利益 － － 1,666 －

その他の包括利益 － － － －

四半期包括利益合計 － － 1,666 －

所有者との取引額

所有者による拠出及び
所有者への分配

自己株式の取得 － － － △1

剰余金の配当 － － － －

利益剰余金への振替 － － △202 －

所有者による拠出及び
所有者への分配合計

－ － △202 △1

子会社に対する所有持分の
変動額

剰余金の配当 － － － －

子会社に対する所有持分の
変動額合計

－ － － －

所有者との取引額合計 － － △202 △1

2019年９月30日残高 27,648 29,414 87,850 △601
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(単位：百万円)

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

その他の
包括利益
を通じて
測定する
金融資産の
公正価値の
純変動

確定給付
制度の
再測定

在外営業
活動体の
為替換算
差額

合計

2019年４月１日残高 6,866 － △526 6,340 149,338 6,306 155,643

会計方針の変更 － － － － △150 － △150

修正再表示後の残高 6,866 － △526 6,340 149,187 6,306 155,493

四半期包括利益

四半期利益 － － － － 1,666 254 1,919

その他の包括利益 △1,287 2 △3,092 △4,377 △4,377 △135 △4,511

四半期包括利益合計 △1,287 2 △3,092 △4,377 △2,711 119 △2,592

所有者との取引額

所有者による拠出及び
所有者への分配

自己株式の取得 － － － － △1 － △1

剰余金の配当 － － － － － － －

利益剰余金への振替 204 △2 － 202 － － －

所有者による拠出及び
所有者への分配合計

204 △2 － 202 △1 － △1

子会社に対する所有持分の
変動額

剰余金の配当 － － － － － △182 △182

子会社に対する所有持分の
変動額合計

－ － － － － △182 △182

所有者との取引額合計 204 △2 － 202 △1 △182 △183

2019年９月30日残高 5,783 － △3,618 2,165 146,475 6,242 152,718
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　 当第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

2020年４月１日残高 27,648 29,414 19,617 △602

会計方針の変更 － － － －

修正再表示後の残高 27,648 29,414 19,617 △602

四半期包括利益

四半期損失（△） － － △3,757 －

その他の包括利益 － － － －

四半期包括利益合計 － － △3,757 －

所有者との取引額

所有者による拠出及び
所有者への分配

自己株式の取得 － － － △0

剰余金の配当 － － － －

利益剰余金への振替 － － 4 －

所有者による拠出及び
所有者への分配合計

－ － 4 △0

子会社に対する所有持分の
変動額

剰余金の配当 － － － －

子会社に対する所有持分の
変動額合計

－ － － －

所有者との取引額合計 － － 4 △0

2020年９月30日残高 27,648 29,414 15,863 △602
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(単位：百万円)

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

その他の
包括利益
を通じて
測定する
金融資産の
公正価値の
純変動

確定給付
制度の
再測定

在外営業
活動体の
為替換算
差額

合計

2020年４月１日残高 2,120 － △4,103 △1,983 74,094 5,721 79,815

会計方針の変更 － － － － － － －

修正再表示後の残高 2,120 － △4,103 △1,983 74,094 5,721 79,815

四半期包括利益

四半期損失（△） － － － － △3,757 △144 △3,901

その他の包括利益 2,332 0 251 2,583 2,583 31 2,614

四半期包括利益合計 2,332 0 251 2,583 △1,174 △113 △1,287

所有者との取引額

所有者による拠出及び
所有者への分配

自己株式の取得 － － － － △0 － △0

剰余金の配当 － － － － － － －

利益剰余金への振替 △3 △0 － △4 － － －

所有者による拠出及び
所有者への分配合計

△3 △0 － △4 △0 － △0

子会社に対する所有持分の
変動額

剰余金の配当 － － － － － △285 △285

子会社に対する所有持分の
変動額合計

－ － － － － △285 △285

所有者との取引額合計 △3 △0 － △4 △0 △285 △285

2020年９月30日残高 4,448 － △3,852 596 72,920 5,323 78,243
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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)

前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） 4,205 △3,432

減価償却費及び償却費 10,379 9,195

減損損失 557 666

減損損失戻入益 △22 △20

有形固定資産売却益 △28 △32

退職給付に係る資産及び負債の増減額 34 △133

製品保証引当金の増減額(△は減少) △4,538 △9,382

金融収益 △339 △550

金融費用 632 1,311

持分法による投資損益(△は利益) △299 181

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 3,482 11,965

棚卸資産の増減額(△は増加) △2,179 3,550

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △9,743 △16,567

その他 1,455 4,044

小計 3,596 796

利息の受取額 93 29

配当金の受取額 554 1,026

利息の支払額 △645 △991

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △2,702 48

営業活動によるキャッシュ・フロー 896 908

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 △535

定期預金の払出による収入 46 303

有形固定資産の取得による支出 △11,509 △6,649

有形固定資産の売却による収入 191 355

その他の金融資産の取得による支出 △13 △2

その他の金融資産の売却による収入 528 11

その他 △741 △124

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,500 △6,640
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

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

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) 3,382 3,414

リース負債の返済による支出 △2,251 △2,503

長期借入金による収入 67 22,343

長期借入金の返済による支出 △4,924 △5,486

セール・アンド・リースバックによる収入 － 1,514

借入手数料の支払額 △1,233 △55

自己株式の取得による支出 △1 △0

非支配持分への配当金の支払額 △182 △285

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,142 18,943

現金及び現金同等物に係る換算差額 △892 195

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △16,638 13,405

現金及び現金同等物の期首残高 56,092 50,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 39,454 63,828
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（６）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

　

（７）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。

当社は、製品・サービス別に事業本部又は事業部を置き、各事業本部又は事業部は、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ので、事業セグメントは「ＡＣ

(オートモーティブコンポーネンツ)事業」、「ＨＣ(ハイドロリックコンポーネンツ)事業」、「システム製

品」、「航空機器事業」、「特装車両事業」及びそのいずれにも属さない「電子機器等」によって区分しており

ます。

このうち、「特装車両事業」及び「電子機器等」については、報告セグメントにおける量的基準等を勘案した

結果、「その他」に含めて開示しております。したがって、当社グループは、「ＡＣ事業」、「ＨＣ事業」、

「システム製品」及び「航空機器事業」の４つを報告セグメントとしております。

「ＡＣ事業」は、四輪車用・二輪車用油圧緩衝器及びパワーステアリング製品を主とする四輪車用油圧機器等

を生産しております。「ＨＣ事業」は、建設機械向けを主とする産業用油圧機器を生産しております。「システ

ム製品」は、舞台機構、艦艇機器、免制振装置等を生産しております。「航空機器事業」は、航空機用の離着陸

装置、操舵装置、制御装置等を生産しております。

また、各セグメントにおける主要製品は、下記のとおりであります。

セグメント 主要製品

報告セグメント

ＡＣ事業

ショックアブソーバ、サスペンションシステム、パワーステアリング、ベ

ーンポンプ、フロントフォーク、オイルクッションユニット、ステイダン

パ、フリーロック

ＨＣ事業
シリンダ、バルブ、鉄道車両用オイルダンパ、衝突用緩衝器、ポンプ、モ

ータ

システム製品
舞台機構、艦艇機器、免制振装置、シミュレータ、油圧システム、トンネ

ル掘削機、環境機器

航空機器事業 航空機用離着陸装置・同操舵装置・同制御装置・同緊急装置

その他
特装車両事業

電子機器等
コンクリートミキサ車、粉粒体運搬車、特殊機能車、電子機器

　

② 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額の算定方法

報告セグメントの損益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。

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。
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③ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日　至 2019年９月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

要約
四半期
連結

財務諸表
計上額

ＡＣ事業 ＨＣ事業
システム
製品

航空機器
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 118,892 66,507 4,441 2,570 192,410 5,228 197,638 － 197,638

セグメント間の
内部売上高又は振替高

426 775 136 － 1,337 45 1,382 △1,382 －

計 119,318 67,281 4,577 2,570 193,747 5,273 199,020 △1,382 197,638

セグメント損益
（△は損失）

6,927 4,071 864 △445 11,417 509 11,926 △7 11,919

持分法による投資利益 155 144 － － 299 － 299 － 299

その他の収益・費用
（純額）

△1,138 △408 △5,963 △160 △7,668 △53 △7,721 － △7,721

営業損益（△は損失） 5,945 3,807 △5,099 △605 4,048 456 4,505 △7 4,498

金融収益・費用（純額） △293

税引前四半期利益 4,205

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない特装車両事業及び電子機器等を含んでおります。

２．セグメント損益の調整額△７百万円は、セグメント間取引消去であります。

当第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
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

要約
四半期
連結

財務諸表
計上額

ＡＣ事業 ＨＣ事業
システム
製品

航空機器
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 81,827 48,600 2,518 1,898 134,843 3,982 138,825 － 138,825

セグメント間の
内部売上高又は振替高

279 464 37 － 779 60 839 △839 －

計 82,106 49,064 2,555 1,898 135,623 4,042 139,664 △839 138,825

セグメント損益
（△は損失）

△1,307 157 282 △828 △1,696 256 △1,439 21 △1,418

持分法による投資損失 △151 △31 － － △181 － △181 － △181

その他の収益・費用
（純額）

△355 △88 △391 △219 △1,054 △18 △1,072 － △1,072

営業損益（△は損失） △1,814 39 △108 △1,047 △2,931 239 △2,692 21 △2,671

金融収益・費用（純額） △761

税引前四半期損失（△） △3,432

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない特装車両事業及び電子機器等を含んでおります。

２．セグメント損益の調整額21百万円は、セグメント間取引消去であります。
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（８）引当金

引当金の内訳は、以下のとおりです。

（単位：百万円）

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2020年９月30日）

製品保証引当金（注）１．２． 49,462 40,116

その他（注）３． 8,087 9,038

合計 57,548 49,153

流動 51,247 43,127

非流動 6,301 6,027

(注)１．製品保証引当金については、製品の品質保証費用の支払に備えるため、過去の発生実績に基づく連結会計年

度の売上高に対応する発生見込額に、発生した品質保証費用の実状を考慮した保証見込額を加えて計上して

おり、当該製品保証引当金の当第２四半期連結会計期間の残高は、3,463百万円（前連結会計年度3,663百万

円）であります。

(注)２．2019年３月期において、当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社にて、製造・販売

してきた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認

定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品（以下、「不適合品」といいま

す。）を建築物に取り付けていた事実が判明いたしました。

当第２四半期連結累計期間において、状況が進捗したことから免震・制振用オイルダンパーの製作費用、交

換工事に要する費用、構造再計算費用、及び補償等の製品保証引当金について繰入及び取崩を行っておりま

す。

なお、当第２四半期連結会計期間においては、2020年９月30日時点で交換が未完了の不適合品及び不明の対

象製品全数（免震用オイルダンパー1,622本、制振用オイルダンパー2,287本の合計3,909本）、並びに台湾輸

出品のうち交換が未完了の不適合品及び不明の対象製品全数を製品保証引当金の対象としております。

本件に係る製品保証引当金の当第２四半期連結会計期間の残高は、36,652百万円（前連結会計年度45,799百

万円）であります。

(注)３．その他には、訴訟や補償などの支払に備えた引当金が含まれておりますが、当社及び当社子会社の立場が著

しく不利になる可能性があるため、IAS第37号92項に従い個別に記載しておりません。
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（９）その他の費用

その他の費用の内訳は、以下のとおりです。

（単位：百万円）

　前第２四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日

　 至 2019年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日

　 至 2020年９月30日）

為替差損 1,142 656

減損損失 557 666

製品保証引当金繰入額（注） 395 △3,256

製品保証対策費（注） 5,036 3,518

その他 1,258 830

合計 8,388 2,413

(注) 2019年３月期において、当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社にて、製造・販売して

きた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能

評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品を建築物に取り付けていた事実が判明いたし

ました。

当第２四半期連結累計期間において、状況が進捗したことから免震・制振用オイルダンパーの製作費用、交換工

事に要する費用、構造再計算費用、及び補償等の製品保証引当金について繰入及び取崩を行った影響額、並びに

対応本部の人件費等の諸費用のうち、当第２四半期連結累計期間に発生した費用を製品保証対策費として計上

し、第３四半期以降の見積額を製品保証引当金繰入額に計上しております。
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（10）偶発負債

（建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為の影響について）

当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社は、建築物用の免震・制振部材としてオイル

ダンパーを製造・販売してまいりましたが、2019年３月期において、出荷していた免震・制振用オイルダンパー

の一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、また

は、お客様の基準値を外れた製品を建築物に取り付けていた事実（以下、「本件」といいます。）が判明し、国

土交通省に報告を行うとともに、対応状況について、2018年10月16日に公表いたしましたが、物件調査を進めて

いく中で免震・制振用オイルダンパーのリスト漏れが判明し、2018年11月30日に公表いたしました。また、2018

年10月16日に公表した事実に加え、基準内ではあるが、より基準値に近づけるため、又は基準内に入らない場合、

減衰力の中央値を原点へ移動させることで値の調整（原点調整）を行い検査記録として提出していた事実が判明

し、新たに判明した対象物件数及び製品数を2018年12月19日に公表いたしました。このほか12月19日に公表した

検査機に残っているデータの解析を継続してきた結果、2019年７月５日に対象物件数及び製品数を訂正いたしま

した。

本件に関し、現時点において収集可能な情報、及びその情報が合理的な事実に基づくものであると判断された

免震・制振用オイルダンパーの製作費用、交換工事に要する費用、構造再計算費用、及び補償等について製品保

証引当金を計上しております。その金額につきましては、「２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記（８）引

当金」に記載のとおりです。一方、現時点においては、本件に関する訴訟等の費用について、その費用を信頼性

のある合理的な見積りを行うことが困難なものは引当金を計上しておりません。なお、IAS第37号86項各号に定め

る事項については、金額記載が困難であるため記載しておりません。

このことから、今後の進捗により、追加で引当金を計上することとなった場合には、当社の連結業績に重要な

影響を及ぼす可能性があります。

（独占禁止法関連）

当社は、2015年９月16日（米国時間）、米国司法省との間で、自動車・二輪車用ショックアブソーバの販売に

関し、同国独占禁止法に違反する行為があったとして、62百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合

意いたしました。

しかしながら、当該事件に関連して、一部顧客からの損害賠償請求や係属中の訴訟もあり、これらの請求等に

よっては、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、係属中の訴訟などの支払に備えた引当金を計上しておりますが、当社及び当社子会社の立場が著しく不

利になる可能性があるため、IAS第37号92項に従い訴訟等に係る詳細な内容は開示しておりません。
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３．参考情報

ⅰ）部門別売上高（連結）

区分

前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日

至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日

至 2020年９月30日)

対前期増減

（△印減）

売上高

(百万円)

構成比

(％)

売上高

(百万円)

構成比

(％)
百万円 ％

ＡＣ事業 118,892 60.2 81,827 58.9 △37,065 △31.2

四輪車用油圧緩衝器 86,023 43.5 61,069 44.0 △24,954 △29.0

二輪車用油圧緩衝器 12,726 6.4 9,274 6.7 △3,451 △27.1

四輪車用油圧機器 17,512 8.9 9,747 7.0 △7,765 △44.3

その他製品 2,632 1.3 1,737 1.3 △895 △34.0

ＨＣ事業 66,507 33.7 48,600 35.0 △17,907 △26.9

産業用油圧機器 62,130 31.4 44,946 32.4 △17,183 △27.7

その他製品 4,377 2.2 3,653 2.6 △723 △16.5

システム製品 4,441 2.2 2,518 1.8 △1,923 △43.3

システム製品 4,441 2.2 2,518 1.8 △1,923 △43.3

航空機器事業 2,570 1.3 1,898 1.4 △672 △26.2

航空機用油圧機器 2,570 1.3 1,898 1.4 △672 △26.2

特装車両事業及び電子機器等 5,228 2.6 3,982 2.9 △1,246 △23.8

特装車両 4,251 2.2 3,605 2.6 △646 △15.2

電子機器等 977 0.5 377 0.3 △601 △61.5

合 計 197,638 100.0 138,825 100.0 △58,813 △29.8

ⅱ）為替換算レート

(単位：円)

期中平均レート
2020年３月期 2021年３月期

１Ｑ累計 ２Ｑ累計 ３Ｑ累計 ４Ｑ累計 １Ｑ累計 ２Ｑ累計

ＵＳドル 109.90 108.62 108.67 108.74 107.62 106.91

ユーロ 123.48 121.41 121.04 120.81 118.47 121.29

人民元 16.07 15.68 15.60 15.60 15.16 15.26

タイバーツ 3.48 3.48 3.52 3.51 3.37 3.38

ロシアルーブル 1.70 1.68 1.69 1.68 1.49 1.46

(単位：円)

期末レート
2020年３月期 2021年３月期

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ

ＵＳドル 107.75 107.96 109.55 108.83 107.74 105.81

ユーロ 122.46 118.04 122.51 119.65 121.05 124.16

人民元 15.68 15.14 15.68 15.30 15.23 15.54

タイバーツ 3.51 3.53 3.63 3.34 3.49 3.34

ロシアルーブル 1.71 1.67 1.76 1.36 1.53 1.33
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ⅲ）セグメント別売上高

(単位：百万円)

2020年３月期 2021年３月期

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ

ＡＣ事業 61,395 57,497 57,057 56,151 31,749 50,078

ＨＣ事業 34,811 31,696 29,134 29,680 24,369 24,231

システム製品 1,733 2,708 1,226 2,480 1,454 1,064

航空機器事業 1,113 1,457 1,871 1,040 1,079 819

特装車両事業及び電子機器等 2,592 2,636 2,617 2,689 1,766 2,216

合計 101,643 95,995 91,905 92,041 60,417 78,408

(単位：百万円)

2020年３月期 2021年３月期

上期 下期 通期 上期

ＡＣ事業 118,892 113,208 232,101 81,827

ＨＣ事業 66,507 58,814 125,321 48,600

システム製品 4,441 3,707 8,148 2,518

航空機器事業 2,570 2,911 5,481 1,898

特装車両事業及び電子機器等 5,228 5,306 10,534 3,982

合計 197,638 183,945 381,584 138,825

ⅳ）セグメント損益(△は損失)(※１)

(単位：百万円)

2020年３月期 2021年３月期

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ

ＡＣ事業 4,202 2,721 2,273 2,500 △1,532 237

ＨＣ事業 2,662 1,407 937 527 △122 287

システム製品 231 633 443 224 243 40

航空機器事業 △523 78 △404 △1,336 △279 △549

特装車両事業及び電子機器等 277 232 203 288 59 198

合計 6,849 5,071 3,452 2,204 △1,631 213

(単位：百万円)

2020年３月期 2021年３月期

上期 下期 通期 上期

ＡＣ事業 6,923 4,773 11,696 △1,295

ＨＣ事業 4,069 1,464 5,534 165

システム製品 864 667 1,531 283

航空機器事業 △445 △1,740 △2,185 △828

特装車両事業及び電子機器等 509 491 1,000 257

合計 11,919 5,656 17,575 △1,418

ⅴ）設備投資額・減価償却費

(単位：百万円)

2020年３月期 2021年３月期

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ

設備投資額 4,707 7,206 5,238 4,351 2,672 2,919

減価償却費 5,087 5,291 5,254 4,984 4,530 4,665

(単位：百万円)

2020年３月期 2021年３月期

上期 下期 通期 上期

設備投資額 11,912 9,589 21,502 5,591

減価償却費 10,377 10,238 20,615 9,195
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ⅵ）研究開発費

(単位：百万円)

2020年３月期 2021年３月期

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ

研究開発費 1,563 1,587 1,584 1,578 1,355 1,325

(単位：百万円)

2020年３月期 2021年３月期

上期 下期 通期 上期

研究開発費 3,150 3,162 6,312 2,679

ⅶ）為替差損益(※２)

(単位：百万円)

2020年３月期 2021年３月期

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ

その他の収益・費用 △565 △577 786 △2,820 △210 △446

金融収益・費用 129 △121 76 △219 124 60

合計 △436 △698 862 △3,038 △86 △386

(単位：百万円)

2020年３月期 2021年３月期

上期 下期 通期 上期

その他の収益・費用 △1,142 △2,034 △3,176 △656

金融収益・費用 8 △143 △134 184

合計 △1,134 △2,177 △3,310 △472

(※１) 上記記載の「セグメント損益（△は損失）」は、決算短信上の「報告セグメントごとの売上高、利益又は損失

の金額に関する情報」に記載されている「セグメント損益（△は損失）」とは異なり、「調整額」考慮後の数

値となります。

(※２) 上記記載の「為替差損益」は、連結損益計算書の「その他の収益」「その他の費用」と、「金融収益」「金融

費用」のうちの為替差損益の金額となります。

なお、為替差益はプラス、為替差損はマイナスで表示しております。


