
（百万円）

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）

当期純利益又は 
当期純損失（△） 20,276 △17,486

その他の包括利益
その他有価証券 
評価差額金 △1,065 426

繰延ヘッジ損益 △21 △284

為替換算調整勘定 △5,284 6,727

退職給付に係る調整額 △15,017 18,969

持分法適用会社に
対する持分相当額 △1,936 4,496

その他の包括利益合計 △23,326 30,335

包括利益 △3,049 12,848

（内訳）
親会社株主に係る 
包括利益 △4,116 10,423

非支配株主に係る 
包括利益 1,066 2,425

（百万円）

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 106,108 126,702

受取手形及び売掛金 473,204 460,436

商品及び製品 75,042 69,223

仕掛品 426,256 452,848

原材料及び貯蔵品 130,359 136,471

その他 51,176 43,314

貸倒引当金 △3,367 △3,589

流動資産合計 1,258,781 1,285,407

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 
（純額） 193,931 172,951

機械装置及び運搬具 
（純額） 151,196 142,951

土地 62,183 57,743

リース資産（純額） 2,694 10,564

建設仮勘定 15,959 16,635

その他（純額） 56,604 50,413

有形固定資産合計 482,570 451,259

無形固定資産 21,358 22,427

投資その他の資産

投資有価証券 12,035 12,721

退職給付に係る資産 135 155

繰延税金資産 70,598 70,452

その他 114,203 122,254

貸倒引当金 △1,838 △1,403

投資その他の資産合計 195,134 204,180

固定資産合計 699,063 677,868

資産合計 1,957,845 1,963,276

（百万円）

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 261,159 247,294

電子記録債務 110,526 107,849

短期借入金 166,188 141,579

1年内償還予定の社債 20,000 30,000

リース債務 1,542 1,061

未払法人税等 6,116 4,753

販売促進引当金 12,174 7,380

賞与引当金 22,032 18,239

保証工事引当金 14,454 12,550

受注工事損失引当金 11,464 14,263

前受金 148,610 153,298

その他 173,456 179,283

流動負債合計 947,726 917,555

固定負債
社債 160,000 190,000

長期借入金 188,859 199,177

リース債務 873 9,532

繰延税金負債 796 1,125

退職給付に係る負債 129,846 115,456

民間航空エンジンの 
運航上の問題に係る 
引当金 15,689 5,984

その他 42,491 41,668

固定負債合計 538,556 562,944

負債合計 1,486,283 1,480,500

純資産の部
株主資本
資本金 104,484 104,484

資本剰余金 54,542 54,542

利益剰余金 326,626 306,576

自己株式 △133 △136

株主資本合計 485,520 465,467

その他の包括利益累計額
その他有価証券 
評価差額金 1,636 1,955

繰延ヘッジ損益 △272 △179

為替換算調整勘定 △11,311 △931

退職給付に係る 
調整累計額 △19,946 △979

その他の包括利益 
累計額合計 △29,892 △134

非支配株主持分 15,934 17,442

純資産合計 471,562 482,775

負債純資産合計 1,957,845 1,963,276

（百万円）

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 1,641,335 1,488,486

売上原価 1,370,809 1,297,324

売上総利益 270,526 191,162

販売費及び一般管理費
給料及び手当 56,651 56,970

研究開発費 52,608 44,949

その他 99,203 94,548

販売費及び 
一般管理費合計 208,463 196,468

営業利益又は営業損失（△） 62,063 △5,305

営業外収益
受取利息 695 677

受取配当金 288 2,161

持分法による投資利益 1,255 411

為替差益 ― 4,074

民間航空エンジンの運航上
の問題に係る引当金戻入益 ― 3,306

その他 7,446 4,587

営業外収益合計 9,686 15,218

営業外費用
支払利息 3,615 3,790

為替差損 8,479 ―
固定資産除却損 1,699 2,886

民間航空エンジンの運航上
の問題に係る負担金 11,500 ―
その他 6,025 6,091

営業外費用合計 31,319 12,768

経常利益又は経常損失（△） 40,429 △2,855

特別利益
固定資産売却益 1,277 3,236

関係会社株式売却益 ― 1,581

特別利益合計 1,277 4,817

特別損失
事業撤退損 2,383 ―
減損損失 ― 15,205

関係会社株式評価損 ― 1,444

特別損失合計 2,383 16,649

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） 39,323 △14,688

法人税、住民税及び事業税 10,546 10,506

法人税等調整額 8,500 △7,707

法人税等合計 19,046 2,798

当期純利益又は当期純損失（△） 20,276 △17,486

非支配株主に帰属する
当期純利益 1,614 1,846

親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△） 18,662 △19,332

財務諸表

連結貸借対照表 連結損益計算書 連結包括利益計算書
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前連結会計年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日） （百万円）

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

繰延 
ヘッジ 
損益

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 104,484 54,542 324,606 △130 483,502 2,682 △227 △4,556 △5,014 △7,115 15,874 492,261

会計方針の変更に 
よる累積的影響額 △4,948 △4,948 △4,948

会計方針の変更を 
反映した当期首残高 104,484 54,542 319,657 △130 478,554 2,682 △227 △4,556 △5,014 △7,115 15,874 487,312

当期変動額
剰余金の配当 △11,693 △11,693 △11,693

親会社株主に帰属 
する当期純利益又
は親会社株主に帰
属する当期純損失
（△） 18,662 18,662 18,662

自己株式の取得 △3 △3 △3

自己株式の処分 △0 0 0 0

自己株式処分差損
の振替 0 △0 ー ー
非支配株主との取
引に係る親会社の
持分変動 ー ー
その他 ー ー
株主資本以外の 
項目の当期変動額
（純額） △1,046 △44 △6,754 △14,931 △22,776 60 △22,716

当期変動額合計 ー ー 6,968 △3 6,965 △1,046 △44 △6,754 △14,931 △22,776 60 △15,750

当期末残高 104,484 54,542 326,626 △133 485,520 1,636 △272 △11,311 △19,946 △29,892 15,934 471,562

当連結会計年度（2020年4月1日 至2021年3月31日） （百万円）

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

繰延 
ヘッジ 
損益

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 104,484 54,542 326,626 △133 485,520 1,636 △272 △11,311 △19,946 △29,892 15,934 471,562

当期変動額
剰余金の配当 ー ー
親会社株主に帰属
する当期純利益又
は親会社株主に帰
属する当期純損失
（△） △19,332 △19,332 △19,332

自己株式の取得 △3 △3 △3

自己株式の処分 △0 0 0 0

自己株式処分差損
の振替 0 △0 ー ー
非支配株主との取
引に係る親会社の
持分変動 △0 △0 △0

その他 △716 △716 △716

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額） 319 92 10,379 18,966 29,758 1,507 31,265

当期変動額合計 ー △0 △20,049 △3 △20,052 319 92 10,379 18,966 29,758 1,507 11,213

当期末残高 104,484 54,542 306,576 △136 465,467 1,955 △179 △931 △979 △134 17,442 482,775

（百万円）

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利益又は税金等調整前当期純損失（△） 39,323 △14,688
減価償却費 61,283 61,258
減損損失 ー 15,205
関係会社株式評価損 ー 1,444
貸倒引当金の増減額（△は減少） 238 △343
販売促進引当金の増減額（△は減少） 707 △5,085
賞与引当金の増減額（△は減少） 889 △3,819
保証工事引当金の増減額（△は減少） 1,412 △1,938
受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △16,133 2,788
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 10,574 11,611
民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少） 4,221 △9,705
受取利息及び受取配当金  △983 △2,839
支払利息 3,615 3,790
持分法による投資損益（△は益） △1,255 △411
固定資産売却損益（△は益）  △1,277 △3,236
事業撤退損 2,383 ー
関係会社株式売却損益（△は益） ー △1,581
売上債権の増減額（△は増加） △46,753 23,267
たな卸資産の増減額（△は増加） △48,068 △26,374
仕入債務の増減額（△は減少） 2,401 △16,784
前渡金の増減額（△は増加） 3,326 △132
前受金の増減額（△は減少） △31,827 4,209
その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,986 8,900
その他の流動負債の増減額（△は減少） 18,303 2,988
その他 6,004 △5,570
小計 △600 42,953
利息及び配当金の受取額 2,500 6,370
利息の支払額 △3,630 △3,646
法人税等の支払額 △13,731 △11,076
営業活動によるキャッシュ・フロー △15,461 34,601

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出 △71,947 △51,692
有形及び無形固定資産の売却による収入 6,087 13,656
投資有価証券の取得による支出 △935 △1,042
投資有価証券の売却による収入 1,232 1,407
関係会社株式の取得による支出 △5,400 △97
関係会社株式の売却による収入 ー 1,927
その他 1,562 △1,551
投資活動によるキャッシュ・フロー △69,401 △37,392

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） 103,758 △28,409
長期借入れによる収入 24,348 27,310
長期借入金の返済による支出 △28,938 △22,297
社債の発行による収入 40,000 60,000
社債の償還による支出 △10,000 △20,000
配当金の支払額 △11,710 △59
非支配株主への配当金の支払額 △989 △960
セール・アンド・リースバックによる収入 ー 10,014
その他 △664 △2,505
財務活動によるキャッシュ・フロー 115,803 23,093

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,293 △682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,234 19,619
現金及び現金同等物の期首残高 68,311 102,546
現金及び現金同等物の期末残高 102,546 122,166

連結株主資本等変動計算書 連結キャッシュ・フロー計算書
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