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(百万円未満切捨て)

１．平成30年3月期第１四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6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 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第１四半期 1,901 3.9 40 △49.7 119 ― 78 ―

29年3月期第１四半期 1,830 20.7 80 59.5 △133 ― △126 ―

(注)包括利益 30年3月期第１四半期 152 百万円 ( ―％) 29年3月期第１四半期 △347 百万円 ( ―％)

　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

30年3月期第１四半期 13.17 ―

29年3月期第１四半期 △21.07 ―
　
（２）連結財政状態

　

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年3月期第１四半期 8,832 4,599 43.9

29年3月期 8,742 4,519 43.7

(参考) 自己資本 30年3月期第１四半期 3,875 百万円 29年3月期 3,820 百万円

　

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

29年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

30年3月期 ―

30年3月期(予想) 0.00 ― 12.00 12.00

(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．平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30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) 3,600 △2.1 200 27.0 180 ― 140 ― 23.35

通期 7,700 2.1 460 12.6 450 17.3 300 21.6 50.03

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記

事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（３）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

（４）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) 30年3月期１Ｑ 6,000,000株 29年3月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 30年3月期１Ｑ 4,045株 29年3月期 4,045株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期１Ｑ 5,995,955株 29年3月期１Ｑ 5,996,543株

　

※ 四半期決算短信は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

　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２ページ「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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費や設備投資は

持ち直し、緩やかな回復基調で推移しました。一方、世界経済は、米国や欧州で景気回復が継続しましたが、米国

の金融政策正常化の影響やアジア新興国経済の減速懸念など、先行きの不透明感が払拭されておりません。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、軽自動車市場での回復が続き、登録車を合わせた国内の新

車販売台数は前年度実績を上回る状況となっております。

このような経済環境の中で、当社グループの連結業績は、売上高は1,901百万円（前年同期比3.9％増）、営業利

益は40百万円（前年同期比49.7％減）、経常利益は119百万円（前年同期は133百万円の経常損失）、親会社株主に

帰属する四半期純利益は78百万円（前年同期は126百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における資産の合計は、8,832百万円（前連結会計年度末8,742百万円）となり、90

百万円増加しました。流動資産は4,720百万円となり137百万円増加し、固定資産は4,112百万円となり47百万円減少

しました。

当第１四半期連結会計期間末における負債の合計は、4,233百万円（前連結会計年度末4,223百万円）となり、9百

万円増加しました。流動負債は3,375百万円となり75百万円増加し、固定負債は857百万円となり66百万円減少しま

した。

当第１四半期連結会計期間末における純資産の合計は、4,599百万円（前連結会計年度末4,519百万円）となり、

80百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期（平成29年４月１日～平成30年３月31日）連結業績予想につきましては、平成29年５月９日に発

表しました予想から修正は行っておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,226,511 1,325,367

受取手形及び売掛金 1,093,613 1,079,962

電子記録債権 723,671 723,694

商品及び製品 129,131 94,004

仕掛品 323,225 335,110

原材料及び貯蔵品 534,982 607,506

未収入金 372,878 367,593

繰延税金資産 94,018 96,532

その他 84,689 90,620

流動資産合計 4,582,722 4,720,393

固定資産

有形固定資産

建物 2,823,299 2,868,743

減価償却累計額 △1,541,053 △1,553,860

建物（純額） 1,282,245 1,314,882

構築物 170,988 170,988

減価償却累計額 △136,908 △137,803

構築物（純額） 34,079 33,184

機械及び装置 5,452,550 5,477,127

減価償却累計額 △3,634,838 △3,673,817

機械及び装置（純額） 1,817,711 1,803,309

車両運搬具 22,583 23,116

減価償却累計額 △9,196 △10,354

車両運搬具（純額） 13,387 12,761

工具、器具及び備品 475,757 485,492

減価償却累計額 △336,347 △346,078

工具、器具及び備品（純額） 139,410 139,414

土地 176,813 184,076

リース資産 152,072 146,380

減価償却累計額 △10,296 △12,198

リース資産（純額） 141,776 134,182

建設仮勘定 84,454 29,452

有形固定資産合計 3,689,879 3,651,264

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 3,235 2,908

その他 847 847

無形固定資産合計 8,975 8,648
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

投資その他の資産

投資有価証券 133,483 140,675

長期前払費用 1,386 928

退職給付に係る資産 271,989 278,631

その他 54,279 32,432

投資その他の資産合計 461,139 452,668

固定資産合計 4,159,993 4,112,582

資産合計 8,742,716 8,832,975

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 242,585 387,570

短期借入金 1,123,520 1,158,040

1年内返済予定の長期借入金 270,648 270,648

リース債務 10,430 7,839

未払金及び未払費用 1,285,171 1,148,133

未払法人税等 120,190 45,694

賞与引当金 160,738 243,237

役員賞与引当金 3,198 5,407

その他 83,080 108,826

流動負債合計 3,299,562 3,375,397

固定負債

長期借入金 665,769 598,107

リース債務 145,711 140,257

長期未払金 5,970 5,970

繰延税金負債 94,710 99,744

退職給付に係る負債 11,652 13,595

固定負債合計 923,812 857,674

負債合計 4,223,374 4,233,072

純資産の部

株主資本

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 701,775 701,775

利益剰余金 2,469,691 2,476,719

自己株式 △1,460 △1,460

株主資本合計 3,885,006 3,892,034

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 42,559 47,518

為替換算調整勘定 △150,495 △109,457

退職給付に係る調整累計額 43,841 45,094

その他の包括利益累計額合計 △64,094 △16,845

非支配株主持分 698,429 724,714

純資産合計 4,519,341 4,599,903

負債純資産合計 8,742,716 8,832,975
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

（第１四半期連結累計期間）

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 1,830,865 1,901,490

売上原価 1,582,018 1,667,115

売上総利益 248,847 234,374

販売費及び一般管理費 167,987 193,741

営業利益 80,860 40,633

営業外収益

受取利息 931 3,015

受取配当金 1,911 2,742

設備使用料 3,102 3,201

為替差益 - 72,327

その他 9,148 2,224

営業外収益合計 15,094 83,511

営業外費用

支払利息 2,512 4,611

為替差損 227,025 -

その他 8 -

営業外費用合計 229,547 4,611

経常利益又は経常損失（△） △133,592 119,534

特別利益

固定資産売却益 1,849 -

特別利益合計 1,849 -

特別損失

固定資産除却損 759 3,360

減損損失 1,972 435

特別損失合計 2,731 3,795

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△134,473 115,738

法人税等 △2,182 37,833

四半期純利益又は四半期純損失（△） △132,291 77,905

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △5,976 △1,073

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△126,315 78,979
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四半期連結包括利益計算書

（第１四半期連結累計期間）

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △132,291 77,905

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,634 4,958

為替換算調整勘定 △208,695 68,396

退職給付に係る調整額 1,324 1,252

その他の包括利益合計 △215,005 74,607

四半期包括利益 △347,297 152,513

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △259,868 126,228

非支配株主に係る四半期包括利益 △87,429 26,285
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△134,473 115,738

減価償却費 103,760 96,918

減損損失 1,972 435

有形固定資産除却損 759 3,360

退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △2,872 △6,642

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,493 1,198

賞与引当金の増減額（△は減少） 86,499 82,499

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,665 2,209

受取利息及び受取配当金 △2,842 △5,757

支払利息 2,512 4,611

為替差損益（△は益） 96,801 1,147

有形固定資産売却損益（△は益） △1,849 -

売上債権の増減額（△は増加） 299,427 44,543

たな卸資産の増減額（△は増加） △531,881 △31,217

仕入債務の増減額（△は減少） 209,950 29,351

未払金の増減額（△は減少） △103,511 30,365

その他の流動資産の増減額（△は増加） △84,601 △61,709

その他の流動負債の増減額（△は減少） 140,282 26,563

小計 85,093 333,615

利息及び配当金の受取額 1,569 5,753

利息の支払額 △2,604 △4,944

法人税等の支払額 △3,749 △135,045

営業活動によるキャッシュ・フロー 80,309 199,379

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 △6,000 △6,000

定期預金の払戻による収入 15,000 -

有形固定資産の取得による支出 △458,215 △30,995

有形固定資産の売却による収入 1,998 -

投資有価証券の取得による支出 △60 △61

投資その他の資産の増減額（△は増加） △4,816 22,237

投資活動によるキャッシュ・フロー △452,094 △14,819

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） 320,107 34,520

長期借入れによる収入 400,000 -

長期借入金の返済による支出 △57,661 △67,662

リース債務の返済による支出 - △2,233

非支配株主からの出資受入による収入 219,373 -

自己株式の取得による支出 △226 -

配当金の支払額 △67,293 △67,780

財務活動によるキャッシュ・フロー 814,300 △103,155

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40,947 11,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 401,566 92,856

現金及び現金同等物の期首残高 574,885 1,174,511

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,168,639 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,145,092 1,267,367
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（４）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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算)

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　

（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単一のセグメントであるため、記載しておりません。
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