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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年3月期第1四半期 51,376 24.6 2,517 53.4 2,504 22.0 1,367 27.4
26年3月期第1四半期 41,243 12.6 1,641 5.5 2,053 12.0 1,073 17.4

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 1,059百万円 （△66.8％） 26年3月期第1四半期 3,191百万円 （51.0％）

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

27年3月期第1四半期 36.34 36.25
26年3月期第1四半期 28.19 28.13

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第1四半期 113,202 36,905 27.9
26年3月期 105,718 37,162 30.3
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 31,562百万円 26年3月期 31,988百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
 

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

26年3月期 ― 0.00 ― 11.00 11.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

売上高 営業利益 経常利益 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 196,000 9.2 10,000 11.7 9,700 0.6 4,500 △23.6 119.56



(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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料P3.「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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、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。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期1Q 39,511,728 株 26年3月期 39,511,728 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 1,827,320 株 26年3月期 1,916,790 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 37,631,747 株 26年3月期1Q 38,095,374 株
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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世界経済は、米国では１～２月期の大寒波による消費の低迷

や生産不能等からマイナス成長となり、中国経済においても成長の鈍化が継続していることから停

滞感が強まる結果となりました。一方、欧州経済はユーロ圏を中心として緩やかな景気回復が持続

いたしました。わが国経済においては消費増税後の内需の落ち込みや円安効果の影響が一巡したこ

となどから、景気は弱含みとなりました。 

当社グループの関連する自動車業界では、米国市場では乗用車で前年割れとなったものの、小型

トラックを中心とした底堅い販売状況から前年同期比で微増となりました。欧州市場では前年度対

比で販売が増加しており、長引く販売低迷から脱する兆しがみられました。また、国内市場では前

年度における消費増税前の駆け込み需要による反動減となりましたが、一部では需要の底堅い動き

を見せております。 

このような経営環境の中で、当社グループではグローバルな自動車内装部品メーカーとしての地

位を確立すべく、品質の確保、生産性向上と原価低減活動の推進、製品開発力・技術力の強化を図

り、海外を含む事業展開を積極的に進めております。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は513億76百万円と前年同四半期に比べ101

億32百万円の増加（+24.6％）、営業利益は25億17百万円と前年同四半期に比べ８億76百万円の増加

（+53.4％）、経常利益は25億４百万円と前年同四半期に比べ４億51百万円の増加（+22.0％）、四

半期純利益は13億67百万円と前年同四半期に比べ２億93百万円の増加（+27.4％）となりました。 

 

なお、セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①日本 

主要得意先のモデルチェンジに伴う好調な販売から、売上高は134億50百万円と前年同四半期比

19億16百万円の増加（+16.6％）となり、営業利益は63百万円（前年同四半期は３億34百万円の営

業損失）となりました。 

②北米 

異常気象の悪条件の中でも、自動車販売は堅調なペースを維持したことから、売上高は270億29

百万円と前年同四半期比64億40百万円の増加（+31.3％）となり、営業利益は７億75百万円と前年

同四半期比５億44百万円の増加（+234.9％）となりました。 

③欧州 

主要得意先の底堅い販売動向から、売上高は45億56百万円と前年同四半期比７億１百万円の増

加（+18.2％）となりましたが、新製品の立ち上げに伴う初期費用の増加等から営業利益は４億21

百万円と前年同四半期比69百万円の減少（△14.2％）となりました。 

④アジア 

主要得意先の中国・アセアン市場での販売状況から、売上高は63億39百万円と前年同四半期比

10億74百万円の増加（+20.4％）となり、営業利益は13億18百万円と前年同四半期比54百万円の増

加（+4.4％）となりました。 

 

(2)  財政状態に関する説明 

資産、負債、純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における状況は以下のとおりであります。 

（資産） 

総資産は1,132億２百万円と前連結会計年度末に比べ74億83百万円の増加（+7.1％）となりま

した。主な増加は、現金及び預金49億96百万円、受取手形及び売掛金30億92百万円でありま

す。 

（負債） 

負債は762億96百万円と前連結会計年度末に比べ77億40百万円の増加（+11.3％）となりまし

た。主な増加は、短期借入金71億63百万円であります。 
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（純資産） 

純資産は369億５百万円と前連結会計年度に比べ２億57百万円の減少（△0.7％）となりまし

た。主な減少は、為替換算調整勘定５億62百万円であります。 

 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成27年３月期の通期（平成26年４月１日～平成27年３月31日）の連結業績予想につきまして

は、平成26年５月９日に公表いたしました予想値に変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会

計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25

号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文

及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用

し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額

基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間につい

て従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間

及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしまし

た。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従

って、当第１四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更

に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が1,296百万円増加し、利

益剰余金が943百万円減少しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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３．四半期連結財務諸表 

(1)  四半期連結貸借対照表 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日) 

資産の部      

  流動資産      

    現金及び預金  1,063   6,060

    受取手形及び売掛金  26,956   30,049

    製品  1,011   1,002

    仕掛品  7,980   6,633

    原材料及び貯蔵品  5,884   5,555

    その他  4,440   4,634

    貸倒引当金  △5   △5

    流動資産合計  47,330   53,930

  固定資産      

    有形固定資産      

      建物及び構築物  32,434   32,032

       減価償却累計額  △16,802   △16,828

       減損損失累計額  △368   △368

       建物及び構築物（純額）  15,263   14,835

      機械装置及び運搬具  52,831   51,916

       減価償却累計額  △35,532   △35,557

       減損損失累計額  △86   △85

       機械装置及び運搬具（純額）  17,212   16,273

      工具、器具及び備品  24,475   23,627

       減価償却累計額  △18,372   △17,830

       減損損失累計額  △1   △1

       工具、器具及び備品（純額）  6,100   5,795

      土地  5,627   5,612

      建設仮勘定  3,207   5,510

      有形固定資産合計  47,411   48,026

    無形固定資産      

      のれん  1,567   1,499

      その他  514   564

      無形固定資産合計  2,081   2,063

    投資その他の資産      

      投資有価証券  7,314   7,406

      その他  1,587   1,782

      貸倒引当金  △7   △7

      投資その他の資産合計  8,894   9,181

    固定資産合計  58,388   59,271

  資産合計  105,718   113,202
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日) 

負債の部      

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  21,988   23,497

    短期借入金  11,985   19,149

    未払法人税等  868   604

    賞与引当金  925   699

    その他  8,329   10,837

    流動負債合計  44,097   54,787

  固定負債      

    長期借入金  18,703   14,714

    退職給付に係る負債  3,417   4,574

    その他  2,337   2,220

    固定負債合計  24,458   21,508

  負債合計  68,556   76,296

純資産の部      

  株主資本      

    資本金  5,821   5,821

    資本剰余金  5,186   5,188

    利益剰余金  21,820   21,831

    自己株式  △808   △771

    株主資本合計  32,019   32,069

  その他の包括利益累計額      

    その他有価証券評価差額金  1,971   2,058

    為替換算調整勘定  △1,079   △1,642

    退職給付に係る調整累計額  △922   △923

    その他の包括利益累計額合計  △31   △507

  新株予約権  90   90

  少数株主持分  5,084   5,252

  純資産合計  37,162   36,905

負債純資産合計  105,718   113,202
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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:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自  平成25年４月１日 

  至  平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自  平成26年４月１日 

  至  平成26年６月30日) 

売上高  41,243   51,376

売上原価  36,671   45,351

売上総利益  4,572   6,024

販売費及び一般管理費  2,931   3,506

営業利益  1,641   2,517

営業外収益      

  受取利息  14   6

  受取配当金  31   41

  為替差益  411   －

  その他  70   94

  営業外収益合計  527   143

営業外費用      

  支払利息  108   119

  為替差損  －   26

  その他  6   10

  営業外費用合計  115   155

経常利益  2,053   2,504

特別利益      

  固定資産売却益  2   1

  特別利益合計  2   1

特別損失      

  固定資産売却損  1   0

  固定資産除却損  4   1

  特別損失合計  5   1

税金等調整前四半期純利益  2,049   2,504

法人税、住民税及び事業税  565   758

法人税等調整額  24   51

法人税等合計  589   809

少数株主損益調整前四半期純利益  1,459   1,695

少数株主利益  386   327

四半期純利益  1,073   1,367
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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:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自  平成25年４月１日 

  至  平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自  平成26年４月１日 

  至  平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益  1,459   1,695

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  39   87

  為替換算調整勘定  1,594   △671

  退職給付に係る調整額  －   △0

  持分法適用会社に対する持分相当額  97   △50

  その他の包括利益合計  1,731   △635

四半期包括利益  3,191   1,059

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  2,499   891

  少数株主に係る四半期包括利益  691   168
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(3)  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。 
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（セグメント情報等） 

 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日） 

 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

日本 北米 欧州 アジア 計 

売上高   

  外部顧客への売上高 11,534 20,589 3,855 5,265 41,243 － 41,243

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

2,323 0 － 295 2,618 △2,618 －

計 13,857 20,589 3,855 5,560 43,861 △2,618 41,243

セグメント利益又は損
失(△) 

△334 231 491 1,263 1,652 △10 1,641

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△10百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成26年４月１日  至  平成26年６月30日） 

 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

日本 北米 欧州 アジア 計 

売上高   

  外部顧客への売上高 13,450 27,029 4,556 6,339 51,376 － 51,376

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

2,115 7 － 373 2,496 △2,496 －

計 15,566 27,036 4,556 6,713 53,872 △2,496 51,376

セグメント利益 63 775 421 1,318 2,579 △61 2,517

(注) １．セグメント利益の調整額△61百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 


