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(百万円未満切捨て)

１．平成30年3月期第２四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 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２四半期 3,766 2.4 13 △91.5 123 ― 87 ―

29年3月期第２四半期 3,678 19.0 157 76.7 △159 ― △104 ―

(注) 包括利益 30年3月期第２四半期 176百万円 ( ―％) 29年3月期第２四半期 △564百万円 ( ―％)

　

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２四半期 14.58 ―

29年3月期第２四半期 △17.46 ―
　

（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２四半期 8,858 5,020 44.2

29年3月期 8,742 4,519 43.7

(参考) 自己資本 30年3月期第２四半期 3,913 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 ― 0.00

　30年3月期(予想) ― 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、対前期増減率)

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

通期 7,700 2.1 220 △46.1 320 △16.6 220 △10.9 36.69

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 5,995,955株 29年3月期２Ｑ 5,996,308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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、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続きましたが、米国の金融政策正常化の影響や東アジア

地域での地政学的リスクの高まりなど、先行きが不透明な状況となっております。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、軽自動車を含む国内の新車販売台数が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3,766百万円（前年同期比2.4％増）、営業利

益は13百万円（前年同期比91.5％減）、経常利益は123百万円（前年同期は159百万円の経常損失）、親会社株主に

帰属する四半期純利益は87百万円（前年同期は104百万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２四半期連結会計期間末における資産の合計は、8,858百万円（前連結会計年度末8,742百万円）となり、115

百万円増加しました。流動資産は4,609百万円となり27百万円増加し、固定資産は4,248百万円となり88百万円増加

しました。

当第２四半期連結会計期間末における負債の合計は、3,837百万円（前連結会計年度末4,223百万円）となり、386

百万円減少しました。流動負債は3,043百万円となり255百万円減少し、固定負債は793百万円となり130百万円減少

しました。

当第２四半期連結会計期間末における純資産の合計は、5,020百万円（前連結会計年度末4,519百万円）となり、

501百万円増加しました。

　

（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月期連結業績予想につきましては、本日、別途開示いたしました「平成30年３月期第２四半期連結累

計期間業績予想との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社グループが現時点で入手可能な情報に基づき判

断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因により予想数値と異なる

可能性があります。
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,226,511 1,300,965

受取手形及び売掛金 1,093,613 999,037

電子記録債権 723,671 784,556

商品及び製品 129,131 139,013

仕掛品 323,225 335,102

原材料及び貯蔵品 534,982 543,598

未収入金 372,878 371,235

繰延税金資産 94,018 92,279

その他 84,689 44,127

流動資産合計 4,582,722 4,609,918

固定資産

有形固定資産

建物 2,823,299 2,889,611

減価償却累計額 △1,541,053 △1,571,559

建物（純額） 1,282,245 1,318,052

構築物 170,988 170,988

減価償却累計額 △136,908 △138,699

構築物（純額） 34,079 32,289

機械及び装置 5,452,550 5,620,386

減価償却累計額 △3,634,838 △3,711,488

機械及び装置（純額） 1,817,711 1,908,897

車両運搬具 22,583 25,184

減価償却累計額 △9,196 △11,549

車両運搬具（純額） 13,387 13,634

工具、器具及び備品 475,757 490,916

減価償却累計額 △336,347 △354,199

工具、器具及び備品（純額） 139,410 136,716

土地 176,813 190,997

リース資産 152,072 146,224

減価償却累計額 △10,296 △14,470

リース資産（純額） 141,776 131,754

建設仮勘定 84,454 35,061

有形固定資産合計 3,689,879 3,767,403

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 3,235 2,581

その他 847 847

無形固定資産合計 8,975 8,322

投資その他の資産

投資有価証券 133,483 139,189

長期前払費用 1,386 470

退職給付に係る資産 271,989 285,241

その他 54,279 47,681

投資その他の資産合計 461,139 472,584

固定資産合計 4,159,993 4,248,309

資産合計 8,742,716 8,858,228
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 242,585 442,571

短期借入金 1,123,520 920,000

1年内返済予定の長期借入金 270,648 273,988

リース債務 10,430 5,614

未払金及び未払費用 1,285,171 1,095,816

未払法人税等 120,190 76,377

賞与引当金 160,738 162,254

役員賞与引当金 3,198 4,627

その他 83,080 62,554

流動負債合計 3,299,562 3,043,805

固定負債

長期借入金 665,769 530,445

リース債務 145,711 140,107

長期未払金 5,970 5,970

繰延税金負債 94,710 101,569

退職給付に係る負債 11,652 15,393

固定負債合計 923,812 793,485

負債合計 4,223,374 3,837,290

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 2,485,170

自己株式 △1,460 △1,460

株主資本合計 3,885,006 3,900,485

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 46,443

為替換算調整勘定 △150,495 △79,652

退職給付に係る調整累計額 43,841 46,346

その他の包括利益累計額合計 △64,094 13,137

非支配株主持分 698,429 1,107,313

純資産合計 4,519,341 5,020,937

負債純資産合計 8,742,716 8,858,228
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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２四半期連結累計期間）

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 3,678,725 3,766,177

売上原価 3,201,369 3,358,183

売上総利益 477,356 407,994

販売費及び一般管理費 319,840 394,665

営業利益 157,515 13,328

営業外収益

受取利息 5,961 5,536

受取配当金 1,949 2,794

設備使用料 6,047 6,413

為替差益 - 103,514

その他 24,028 4,663

営業外収益合計 37,986 122,922

営業外費用

支払利息 5,300 9,336

為替差損 348,852 -

その他 604 3,352

営業外費用合計 354,757 12,689

経常利益又は経常損失（△） △159,255 123,561

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 1,121 3,938

減損損失 3,080 437

特別損失合計 4,202 4,376

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（△）

△161,607 119,184

法人税等 △3,784 66,783

四半期純利益又は四半期純損失（△） △157,822 52,401

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △53,114 △35,028

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（△）

△104,707 87,430
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △157,822 52,401

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △514 3,883

為替換算調整勘定 △409,132 118,072

退職給付に係る調整額 2,587 2,505

その他の包括利益合計 △407,059 124,461

四半期包括利益 △564,881 176,863

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △352,526 164,663

非支配株主に係る四半期包括利益 △212,354 12,200
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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２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９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（△）

△161,607 119,184

減価償却費 200,043 197,318

減損損失 3,080 437

有形固定資産除却損 1,121 3,938

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △5,710 △13,252

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,563 2,463

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,247 1,516

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,420 1,429

受取利息及び受取配当金 △7,910 △8,331

支払利息 5,300 9,336

為替差損益（△は益） 118,937 △95,342

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） 29,233 64,732

たな卸資産の増減額（△は増加） △486,518 10,293

仕入債務の増減額（△は減少） 78,861 179,948

未払金の増減額（△は減少） △108,047 △167,384

その他の流動資産の増減額（△は増加） 40,790 39,499

その他の流動負債の増減額（△は減少） 68,307 △56,586

小計 △227,231 289,202

利息及び配当金の受取額 7,900 8,322

利息の支払額 △5,374 △9,348

法人税等の支払額 △4,360 △135,334

営業活動によるキャッシュ・フロー △229,065 152,841

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 △12,000 △10,000

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 △1,514,606 △79,407

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 △120 △121

投資その他の資産の増減額（△は増加） △141 8,635

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,509,870 △80,893

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） 238,230 △203,520

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 △125,323 △131,984

リース債務の返済による支出 - △4,431

非支配株主からの出資受入による収入 219,373 396,684

自己株式の取得による支出 △226 -

配当金の支払額 △71,658 △72,047

財務活動によるキャッシュ・フロー 660,396 △15,298

現金及び現金同等物に係る換算差額 △77,679 7,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,156,219 64,454

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 587,306 1,238,965
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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２四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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