
平成28年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成27年７月30日

上 場 会 社 名 中央発條株式会社 上場取引所 東・名
コ ー ド 番 号 5992 URL http://www.chkk.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 髙江 曉
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 小笠原 喜信 (TEL) 052-624-8539
四半期報告書提出予定日 平成27年８月６日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
　

(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第１四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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 ％

28年３月期第１四半期 20,547 1.6 △279 － 76 △8.1 36 △79.7

27年３月期第１四半期 20,222 △2.6 121 △60.8 83 △90.7 181 △71.0
(注) 包括利益 28年３月期第１四半期 346百万円(△39.1％) 27年３月期第１四半期 567百万円(△76.9％)
　

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

28年３月期第１四半期 0.59 －

27年３月期第１四半期 2.90 －
　

　

（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 ％

28年３月期第１四半期 96,924 59,567 57.8

27年３月期 97,248 59,548 57.5
(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 55,976百万円 27年３月期 55,904百万円
　

　　

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

27年３月期 － 4.00 － 4.00 8.00

28年３月期 －

28年３月期(予想) 4.00 － 4.00 8.00
(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28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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) 41,000 △1.1 100 △71.3 100 △90.6 50 △94.2 0.80

通期 85,800 0.3 1,300 6.1 1,400 △41.5 800 △50.6 12.76
(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
　

　

（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

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
　

（注）詳細は、添付資料Ｐ４「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期１Ｑ 63,855,994株 27年３月期 63,855,994株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ 1,174,771株 27年３月期 1,168,781株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 62,683,818株 27年３月期１Ｑ 62,708,500株
　

　

※ 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、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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 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、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。
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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国内自動車生産台数は、軽自動車税増税の影響もあり前年度に比べ減少とな

りました。また、海外における当社の主要な取引先の自動車生産台数は米国が前年度並みで推移したものの、タイ

やインドネシアなどでは前年度に比べ大幅な減少となりました。

このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は205億４千７百万円となり、

為替の影響などにより前年同四半期に比べ３億２千５百万円の増収（1.6％増）となりました。

損益の状況につきましては、２億７千９百万円の営業損失（前年同四半期は１億２千１百万円の利益）となりま

した。また、経常利益は前年同四半期に比べ６百万円減益（8.1％減）の７千６百万円、親会社株主に帰属する四半

期純利益は前年同四半期に比べ１億４千４百万円減益（79.7％減）の３千６百万円となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、売上高はセグメント間の売上高を含んでおります。

〔日本〕

売上高145億１百万円（前年同四半期比4.6％減）、営業利益１億３千万円（同41.9％減）となりました。

〔北米〕

売上高31億２千９百万円（前年同四半期比17.1％増）、営業利益１億６千８百万円（同5.4％増）となりました。

〔中国〕

売上高21億４千２百万円（前年同四半期比63.0％増）、営業利益７千６百万円（同139.2％増）となりました。

〔アジア〕

売上高24億７百万円（前年同四半期比9.7％減）、営業損失２億５千万円（前年同四半期は７千５百万円の利益）

となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は399億４千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億４千１

百万円減少（0.4％減）いたしました。これは主に受取手形及び売掛金の減少（７億６千２百万円）と現金及び預金

の増加（６億３千８百万円）によるものであります。固定資産は569億８千２百万円となり、前連結会計年度末に比

べ１億８千２百万円減少（0.3％減）いたしました。これは主に投資その他の資産の減少（８億１千８百万円）と有

形固定資産の増加（６億３千８百万円）によるものであります。

この結果、総資産は969億２千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億２千４百万円減少（0.3％減）いた

しました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は209億４千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億３千４

百万円減少（1.1％減）いたしました。これは主に未払金の減少（７億９千６百万円）によるものであります。固定

負債は164億１千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億８百万円減少（0.7％減）いたしました。これは主

にリース債務（固定負債）の減少（８千６百万円）によるものであります。

この結果、負債合計は、373億５千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億４千３百万円減少（0.9％減）

いたしました。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は595億６千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１千８百

万円増加（0.0％増）いたしました。これは主に為替換算調整勘定の増加（２億９千４百万円）と利益剰余金の減少

（２億４千万円）によるものであります。

この結果、自己資本比率は57.8％（前連結会計年度末は57.5％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年４月27日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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。

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第１四半期連結会計期間より、非連結子会社であった孝感

中星汽車零部件有限公司（中国）は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

（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

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等

を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を

資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたし

ました。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定によ

る取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変

更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行って

おります。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連

結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び事

業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,997,514 12,635,920

受取手形及び売掛金 16,085,119 15,322,527

商品及び製品 3,018,864 2,848,026

仕掛品 1,926,558 1,896,105

原材料及び貯蔵品 4,671,269 4,576,965

繰延税金資産 1,007,627 1,235,900

未収入金 263,404 295,734

その他 1,127,741 1,146,187

貸倒引当金 △14,492 △15,393

流動資産合計 40,083,608 39,941,974

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 28,212,096 28,333,274

減価償却累計額 △20,428,851 △20,592,652

建物及び構築物（純額） 7,783,244 7,740,622

機械装置及び運搬具 57,721,086 58,703,740

減価償却累計額 △47,654,786 △48,223,726

機械装置及び運搬具（純額） 10,066,299 10,480,014

土地 9,383,452 9,392,740

建設仮勘定 3,105,387 3,347,142

その他 9,228,276 9,314,927

減価償却累計額 △8,077,796 △8,147,905

その他（純額） 1,150,479 1,167,021

有形固定資産合計 31,488,863 32,127,541

無形固定資産

のれん 27,207 25,606

その他 223,313 222,405

無形固定資産合計 250,520 248,012

投資その他の資産

投資有価証券 20,277,089 20,271,344

関係会社出資金 1,005,655 －

長期前払費用 384,073 483,691

繰延税金資産 428,776 391,719

退職給付に係る資産 2,954,415 3,040,991

その他 431,668 474,992

貸倒引当金 △55,765 △55,758

投資その他の資産合計 25,425,913 24,606,981

固定資産合計 57,165,297 56,982,535

資産合計 97,248,906 96,924,510
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,817,778 12,374,652

短期借入金 1,673,558 2,033,977

1年内返済予定の長期借入金 484,240 286,313

未払金 1,277,101 480,913

未払費用 1,749,670 3,361,683

未払法人税等 209,454 185,568

賞与引当金 1,514,409 804,515

役員賞与引当金 89,163 23,272

製品保証引当金 92,902 70,409

その他 1,269,217 1,321,368

流動負債合計 21,177,495 20,942,674

固定負債

長期借入金 5,271,422 5,256,524

繰延税金負債 6,816,161 6,819,236

役員退職慰労引当金 330,691 305,108

退職給付に係る負債 2,314,812 2,347,628

資産除去債務 115,073 115,732

その他 1,674,945 1,570,434

固定負債合計 16,523,107 16,414,665

負債合計 37,700,602 37,357,340

純資産の部

株主資本

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金 11,128,923 11,128,923

利益剰余金 20,356,113 20,115,664

自己株式 △556,154 △558,166

株主資本合計 41,766,090 41,523,629

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 12,517,518 12,513,676

海外子会社の土地再評価差額金 250,420 250,420

為替換算調整勘定 184,563 479,356

退職給付に係る調整累計額 1,186,044 1,209,032

その他の包括利益累計額合計 14,138,546 14,452,485

非支配株主持分 3,643,666 3,591,054

純資産合計 59,548,303 59,567,169

負債純資産合計 97,248,906 96,924,510
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 20,222,224 20,547,973

売上原価 18,023,875 18,629,468

売上総利益 2,198,348 1,918,505

販売費及び一般管理費 2,076,380 2,198,070

営業利益又は営業損失（△） 121,968 △279,564

営業外収益

受取利息 3,490 5,862

受取配当金 246,983 290,114

為替差益 － 62,214

その他 48,421 39,175

営業外収益合計 298,896 397,366

営業外費用

支払利息 27,328 33,823

持分法による投資損失 3,592 －

為替差損 300,371 －

その他 6,249 7,378

営業外費用合計 337,541 41,202

経常利益 83,322 76,599

特別利益

新株予約権戻入益 170 －

特別利益合計 170 －

特別損失

固定資産除売却損 － 2,352

減損損失 2,468 8,334

特別損失合計 2,468 10,687

税金等調整前四半期純利益 81,024 65,912

法人税、住民税及び事業税 57,474 274,439

法人税等調整額 △140,348 △196,048

法人税等合計 △82,873 78,390

四半期純利益又は四半期純損失（△） 163,898 △12,478

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △17,819 △49,413

親会社株主に帰属する四半期純利益 181,717 36,934
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 163,898 △12,478

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 505,162 △3,388

為替換算調整勘定 △150,950 336,550

退職給付に係る調整額 55,426 25,390

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,716 －

その他の包括利益合計 403,922 358,552

四半期包括利益 567,820 346,073

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 599,864 350,873

非支配株主に係る四半期包括利益 △32,044 △4,799
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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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 14,284,668 2,671,869 959,766 2,305,920 20,222,224

セグメント間の内部売上高
又は振替高

913,568 217 354,755 359,478 1,628,021

計 15,198,236 2,672,086 1,314,522 2,665,399 21,850,245

セグメント利益 223,690 159,623 31,868 75,171 490,353

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 490,353

未実現利益の消去等 41,290

全社費用(注) △409,676

四半期連結損益計算書の営業利益 121,968

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27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：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 13,564,155 3,129,651 1,759,627 2,094,538 20,547,973

セグメント間の内部売上高
又は振替高

937,153 94 382,442 313,291 1,632,980

計 14,501,309 3,129,745 2,142,070 2,407,829 22,180,954

セグメント利益
又は損失（△）

130,011 168,312 76,220 △250,663 123,881

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

損失（△） 金額

報告セグメント計 123,881

未実現利益の消去等 14,666

全社費用(注) △418,111

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △279,564

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。
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 - 参考 - 

平成２８年３月期 第１四半期                              平成２７年７月３０日 
決算発表（参考資料）                                       

                                                             

 

 

 

 

（１）連結経営成績                                                                    (百万円) 

 当第１四半期 前第１四半期 増減 通期予想 

売 上 高 20,547 (100.0) 20,222 (100.0) ＋325 (＋1.6) 85,800 (100.0) 

営 業 利 益 △279 (△1.4) 121 (0.6) △401 (－) 1,300 (1.5) 

経 常 利 益 76 (0.4) 83 (0.4) △6 (△8.1) 1,400 (1.6) 
親会社株主に帰属

する当期純利益 
36 (0.2) 181 (0.9) △144 (△79.7) 800 (0.9) 

 

（２）当第１四半期の利益の主な増減要因（対前年同期比較）                              (百万円) 

増 益 要 因 減 益 要 因 

直材費改善 

労務費・人件費の減 他 

６０ 

８９ 

売上構成差に伴う付加価値の減 

売価変動 

 

３５０ 

２００ 

 

計  １４９ 計 ５５０ 

営業利益       ４０１ 百万円 減益 

為替差損益 

受取配当金の増 

３６２ 

４３ 

その他 

 

１０ 

 

計  ５５４ 計 ５６０ 

                                               経常利益           ６ 百万円 減益 

その他 ２３ 法人税、法人税等調整額 

 

１６１ 

計  ５７７ 計 ７２１ 

                       親会社株主に帰属する四半期純利益         １４４ 百万円 減益 

 

（３）連結の範囲 

       連結子会社数  ２３社（海外１２社、国内１１社） 

※ 当第１四半期連結会計期間より孝感中星汽車零部件有限公司（中国）を新規連結 

 

（４）連結財政状態                                         (百万円) 

 当第１四半期 前期 増減 

総 資 産 96,924 97,248 △324 

純 資 産 59,567 59,548 ＋18 

自己資本比率(％) 57.8 57.5 ＋0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ 

 

（５）製品別売上高                                                     (百万円) 

 当第１四半期 前第１四半期 増減 

シ ャ シ ば ね 6,753 (32.9) 6,604 (32.7) ＋148 (＋2.3) 

精 密 ば ね 4,876 (23.7) 4,864 (24.1) ＋12 (＋0.3) 

ケ ー ブ ル 5,789 (28.2) 5,649 (27.9) ＋140 (＋2.5) 

そ の 他 3,128 (15.2) 3,103 (15.3) ＋24 (＋0.8) 

合      計 20,547 (100.0) 20,222 (100.0) ＋325 (＋1.6) 

 

（６）設備投資実績                                         (百万円) 

 当第１四半期 前第１四半期 前 期 

設 備 投 資 額     887     732  3,162  

減 価 償 却 費     852     775  3,420  

 

連  結  情  報 

中 央 発 條 株 式 会 社 
    コード番号５９９２ 
     東証・名証第１部 


