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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年12月31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3四半期 38,105 0.3 1,612 △2.6 1,851 10.6 2,096 100.9
26年3月期第3四半期 37,998 5.6 1,654 △18.2 1,673 △8.5 1,043 △39.9

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 2,847百万円 （△17.7％） 26年3月期第3四半期 3,460百万円 （79.2％）

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3四半期 25.51 25.45
26年3月期第3四半期 12.69 12.67

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

27年3月期第3四半期 65,301 28,360 42.6 338.35
26年3月期 62,073 25,111 39.6 299.00
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 27,807百万円 26年3月期 24,573百万円

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 
平成27年3月期期末配当金の内訳 普通配当 ５円００銭、記念配当 １円００銭 

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 ― 5.00 5.00
27年3月期 ― 0.00 ―
27年3月期（予想） 6.00 6.00

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 51,000 1.1 2,400 36.4 2,300 32.7 2,200 62.7 26.77



(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「サマリ情報（注記事項）に関する事項（３）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の対象外であり、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。実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。 

※ 注記事項

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3Q 83,741,579 株 26年3月期 83,741,579 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 1,557,957 株 26年3月期 1,555,144 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 82,184,989 株 26年3月期3Q 82,178,112 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策や金融政策により緩やかな回復基調

にありますが、消費税増税後には個人消費の弱さも見られました。また、世界経済は、北米の景気

は底堅く推移しましたが、新興国の成長率には鈍化が見られました。

当グループが関連する自動車業界におきましては、国内は、消費税増税に伴う駆け込み需要の反

動等から生産台数は前年同期比で減少となりました。海外では、東南アジアでは減産となりました

が、北米や中国等での需要拡大により世界の生産台数は増加致しました。

当グループにおいては、一部製品の見直し等をすすめたものの、譲受けた金属粉末射出成形品

（メタモールド）事業が寄与し、売上高は381億５百万円と前年同四半期比0.3％増となりました。、

損益面におきましては、減価償却費等の増加により、営業利益は16億12百万円と前年同四半期比

2.6％減となったものの、経常利益は為替差益等の増加により18億51百万円と前年同四半期比10.6

％増、また、四半期純利益は投資有価証券売却益や補助金収入等により、20億96百万円と前年同四

半期比100.9％増となりました。

　なお、セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

① 自動車関連製品事業

自動車関連製品事業は、インドネシアやタイでの市場低迷等の影響により、売上高は329億69百万

円（前年同四半期比1.7％減）となり、セグメント利益は16億64百万円（前年同四半期比10.7％増）

となりました。

② 舶用・その他の製品事業

舶用・その他の製品事業は、円高是正により受注状況が回復傾向にあることに加え、譲受けた金

属粉末射出成形品（メタモールド）事業が寄与し、売上高は17億33百万円（前年同四半期比52.0％

増）となったものの、セグメント損失は39百万円（前年同四半期はセグメント利益１億34百万円）

なりました。

③ その他

商品等の販売事業を含むその他における売上高は、34億２百万円（前年同四半期比2.8％増）とな

ったものの、セグメント損失は11百万円(前年同四半期はセグメント利益17百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、32億28百万円増加し、

653億１百万円となりました。これは主に、「有形固定資産」の増加８億58百万円、「受取手形及び

売掛金」の増加７億57百万円、「投資有価証券」の増加５億91百万円、「退職給付に係る資産」の増

加５億89百万円、「たな卸資産」の増加４億97百万円に対し、「繰延税金資産」の減少１億99百万円

があったこと等によるものであります。

(負債)

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、20百万円減少し、369億41百万円となりました。

これは主に「退職給付に係る負債」の減少５億87百万円、「支払手形及び買掛金」の減少２億５百

万円、流動負債「その他」の減少２億57百万円、「未払法人税等」の減少１億19百万円に対し、「繰

延税金負債」の増加５億１百万円、「電子記録債務」の増加３億88百万円、「有利子負債」の増加２

億33百万円等によるものであります。

(純資産)

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、32億49百万円増加し、283億60百万円となりま

した。これは主に、「利益剰余金」の増加24億81百万円、「その他有価証券評価差額金」の増加４億

27百万円、「退職給付に係る調整累計額」の増加３億54百万円に対し、「為替換算調整勘定」の減少

32百万円等によるものであります。
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(キャッシュ・フローの状況の分析）

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて

１億18百万円増加し、48億18百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、43億18百万円の収入（前年同四半期比６億41百万円の減

少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が29億７百万円となり、減価償却費が

33億11百万円あったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、32億42百万円の支出（前年同四半期比20億11百万円の減

少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出34億11百万円、事業譲受による支

出２億64百万円、及び投資有価証券の売却による収入４億12百万円があったこと等によるものであ

ります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、10億61百万円の支出（前年同四半期比10億81百万円の減

少）となりました。これは主に、長期借入金を12億13百万円返済したこと及び配当金４億８百万円

支払ったことによるものであります。

（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年度３月期業績予想につきましては、平成26年11月７日に公表しましたものに変更はござ

いません。
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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

「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従業員の平均残存勤務年数に近似した年数に基づく方法から退

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

法へ変更しております。

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３四半期連結累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３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が686百万円減少し、退職給付

に係る資産が467百万円、利益剰余金が795百万円増加しております。また、当第３四半期連結累計

期間の損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３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,702 4,818

受取手形及び売掛金 8,562 9,320

たな卸資産 8,170 8,667

繰延税金資産 697 567

その他 924 1,040

貸倒引当金 △33 △35

流動資産合計 23,025 24,379

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,481 8,986

機械装置及び運搬具（純額） 12,652 13,697

土地 5,085 5,098

建設仮勘定 2,237 1,557

その他（純額） 910 887

有形固定資産合計 29,368 30,226

無形固定資産合計 995 924

投資その他の資産

投資有価証券 7,831 8,423

長期貸付金 5 4

退職給付に係る資産 288 878

繰延税金資産 271 202

その他 406 384

貸倒引当金 △119 △121

投資その他の資産合計 8,684 9,771

固定資産合計 39,048 40,922

資産合計 62,073 65,301
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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３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,575 3,370

電子記録債務 3,690 4,078

短期借入金 4,615 5,737

1年内返済予定の長期借入金 4,050 4,063

リース債務 455 498

未払法人税等 558 439

設備関係支払手形 779 684

営業外電子記録債務 1,026 1,193

その他 3,547 3,289

流動負債合計 22,299 23,356

固定負債

長期借入金 8,411 7,489

リース債務 1,457 1,434

繰延税金負債 735 1,237

退職給付に係る負債 3,897 3,310

その他 160 112

固定負債合計 14,662 13,584

負債合計 36,961 36,941

純資産の部

株主資本

資本金 9,839 9,839

資本剰余金 5,875 5,875

利益剰余金 6,193 8,674

自己株式 △342 △343

株主資本合計 21,566 24,046

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,230 3,658

繰延ヘッジ損益 △24 △21

為替換算調整勘定 204 171

退職給付に係る調整累計額 △402 △47

その他の包括利益累計額合計 3,007 3,760

新株予約権 21 39

少数株主持分 515 513

純資産合計 25,111 28,360

負債純資産合計 62,073 65,301
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 37,998 38,105

売上原価 29,775 29,884

売上総利益 8,222 8,221

販売費及び一般管理費 6,567 6,609

営業利益 1,654 1,612

営業外収益

受取利息 5 3

受取配当金 151 177

為替差益 80 183

その他 165 227

営業外収益合計 403 592

営業外費用

支払利息 256 213

その他 128 140

営業外費用合計 384 353

経常利益 1,673 1,851

特別利益

投資有価証券売却益 － 335

補助金収入 － 720

特別利益合計 － 1,056

税金等調整前四半期純利益 1,673 2,907

法人税、住民税及び事業税 598 880

法人税等調整額 84 △58

法人税等合計 682 822

少数株主損益調整前四半期純利益 991 2,085

少数株主損失（△） △51 △11

四半期純利益 1,043 2,096
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 991 2,085

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,111 427

繰延ヘッジ損益 7 3

為替換算調整勘定 1,349 △23

退職給付に係る調整額 － 354

その他の包括利益合計 2,469 762

四半期包括利益 3,460 2,847

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,311 2,850

少数株主に係る四半期包括利益 148 △2
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31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 1,673 2,907

減価償却費 2,983 3,311

災害損失引当金の増減額（△は減少） △22 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 257 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 308

受取利息及び受取配当金 △156 △181

支払利息 256 213

為替差損益（△は益） △80 △183

投資有価証券売却益 － △335

補助金収入 － △720

売上債権の増減額（△は増加） △81 △39

たな卸資産の増減額（△は増加） 383 △461

仕入債務の増減額（△は減少） △447 206

その他 404 △451

小計 5,141 4,578

利息及び配当金の受取額 156 181

利息の支払額 △244 △200

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △593 △962

補助金の受取額 499 720

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,959 4,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,587 △3,411

無形固定資産の取得による支出 △25 △22

投資有価証券の売却による収入 － 412

事業譲受による支出 － △264

子会社株式の取得による支出 △1,545 －

その他 △94 43

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,253 △3,242

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） 690 630

長期借入れによる収入 400 287

長期借入金の返済による支出 △2,323 △1,213

配当金の支払額 △407 △408

少数株主への配当金の支払額 △190 △5

その他 △312 △352

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,143 △1,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 200 104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,237 118

現金及び現金同等物の期首残高 7,163 4,700

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,926 4,818
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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。
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（セグメント情報等）

前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 33,549 1,140 34,690 3,308 37,998 － 37,998

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 33,549 1,140 34,690 3,308 37,998 － 37,998

セグメント利益 1,502 134 1,637 17 1,654 － 1,654

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品等の販売事業を含んでおりま

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一致しております。

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

（のれんの金額の重要な変動）

　自動車関連製品事業において、第２四半期連結会計期間にエヌティー ピストンリング インドネ

シア社の株式を少数株主より取得し、完全子会社としております。なお、当該事象によるのれんの

増加額は、当第３四半期連結累計期間においては93百万円であり、当第３四半期累計期間における

償却額は４百万円であります。

当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 32,969 1,733 34,703 3,402 38,105 － 38,105

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 32,969 1,733 34,703 3,402 38,105 － 38,105

セグメント利益又は
損失（△）

1,664 △39 1,624 △11 1,612 － 1,612

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品等の販売事業を含んでおりま

す。

　 ２ セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２ 報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載の通り、第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方

法を変更したことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更し

ております。なお、当該変更による影響は軽微であります。

３ 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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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