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(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 124,543 11.9 37,778 12.3 43,796 28.7 30,682 24.7

27年３月期第１四半期 111,317 15.0 33,650 22.1 34,022 △0.8 24,604 0.4
(注) 包括利益 28年３月期第１四半期 46,095百万円(113.3％) 27年３月期第１四半期 21,605百万円(△44.2％)

　

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

28年３月期第１四半期 456.67 －

27年３月期第１四半期 364.70 －
　

　

（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 1,175,239 960,842 81.6

27年３月期 1,129,001 921,483 81.4
(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 958,599百万円 27年３月期 919,245百万円
　　
　

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 － 90.00 － 100.00 190.00

28年３月期 －

28年３月期(予想) 100.00 － 100.00 200.00
(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) 241,500 8.5 66,000 4.5 69,500 △6.3 49,700 △5.9 739.73

通期 485,000 5.9 133,000 4.2 140,000 △11.8 100,000 △8.7 1,488.39
(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P.2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 ： 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P.2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 67,369,359株 27年３月期 67,369,359株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ 182,573株 27年３月期 182,971株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 67,186,577株 27年３月期１Ｑ 67,464,846株
　

(注) ESOP信託が保有する当社株式は、自己株式に含めて記載しております。
　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
本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、実際の業績等は、今後の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(平成27年４月１日から同年６月30日まで)は、中国など新興国経済の成長が鈍化した

一方で、米国を中心とした先進国経済は堅調に推移しました。日本でも、円安基調や株高の継続、雇用情勢の改善

等を背景に、景気は緩やかながらも回復基調を辿りました。

自動制御機器の需要は、北米・欧州地域の自動車関連産業向けを中心に堅調に推移いたしました。

このような状況の中で当社グループは、主に国内外で主要製品の拡販に注力した営業活動を展開するとともに、

生産能力増強のための投資、生産効率及び設備効率の向上、事業活動費用の抑制などに取り組んでまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は124,543百万円(前年同四半期比11.9％増)となりました。

主に増収と円安効果による利益押し上げにより、営業利益は37,778百万円(同12.3％増)となり、為替差益3,344百

万円(前年同四半期は為替差損2,076百万円)の計上を主因として、経常利益は43,796百万円(同28.7％増)となり、

親会社株主に帰属する四半期純利益は30,682百万円(同24.7％増)となりました。

自己資本四半期純利益率(ROE)は、前年同四半期に比べて0.2ポイント上昇して3.3％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の総資産は、前連結会計年度末に比べて46,238百万円(4.1％)増加して1,175,239百

万円となりました。主な要因は、現金及び預金が27,281百万円、受取手形及び売掛金が5,053百万円、有形固定資

産が5,905百万円、それぞれ増加したことであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて6,879百万円(3.3％)増加して214,397百万円となりました。主な要因は、長

期借入金が3,905百万円、納税により未払法人税等が12,820百万円それぞれ減少したものの、支払手形及び買掛金

が4,559百万円、短期借入金が12,000百万円それぞれ増加したことであります。

純資産は、主として、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余金が23,964百万円増加し、円

安に伴い為替換算調整勘定が14,517百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べて39,359百万円(4.3％)増

加して960,842百万円となり、自己資本比率は81.6％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28年３月期の連結業績予想については、平成27年５月15日に「平成27年３月期 決算短信〔日本基準〕(連

結)」で公表した内容から変更しておりません。

　

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 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。

なお、一部の連結子会社の税金費用については当該見積実効税率に代えて法定実効税率により計算し、繰延税

金資産については回収見込額を合理的に見積り、その範囲内で計上しております。

　

(2) 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：百万円)

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 453,178 480,460

受取手形及び売掛金 120,956 126,010

商品及び製品 90,044 89,718

仕掛品 16,396 16,968

原材料及び貯蔵品 88,132 89,063

その他 34,837 35,640

貸倒引当金 △1,288 △1,276

流動資産合計 802,257 836,585

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 60,405 62,768

機械装置及び運搬具（純額） 31,288 33,030

土地 32,824 33,595

その他（純額） 22,342 23,372

有形固定資産合計 146,861 152,766

無形固定資産 4,884 4,935

投資その他の資産

投資有価証券 48,294 49,979

保険積立金 115,579 116,418

その他 12,262 15,727

貸倒引当金 △1,139 △1,171

投資その他の資産合計 174,997 180,952

固定資産合計 326,743 338,654

資産合計 1,129,001 1,175,239
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(単位：百万円)

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 48,753 53,312

短期借入金 63,475 75,475

未払法人税等 29,528 16,707

賞与引当金 2,969 6,294

引当金 － 645

その他 34,345 36,459

流動負債合計 179,071 188,895

固定負債

長期借入金 7,106 3,201

役員退職慰労引当金 794 810

退職給付に係る負債 1,421 1,339

その他 19,122 20,151

固定負債合計 28,445 25,502

負債合計 207,517 214,397

純資産の部

株主資本

資本金 61,005 61,005

資本剰余金 72,677 72,689

利益剰余金 696,953 720,918

自己株式 △3,458 △3,455

株主資本合計 827,178 851,157

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,841 6,830

為替換算調整勘定 81,697 96,214

退職給付に係る調整累計額 4,527 4,396

その他の包括利益累計額合計 92,066 107,441

非支配株主持分 2,238 2,243

純資産合計 921,483 960,842

負債純資産合計 1,129,001 1,175,239
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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 111,317 124,543

売上原価 55,043 61,293

売上総利益 56,273 63,249

販売費及び一般管理費 22,623 25,471

営業利益 33,650 37,778

営業外収益

受取利息 1,624 1,782

為替差益 － 3,344

その他 998 1,062

営業外収益合計 2,623 6,189

営業外費用

支払利息 84 75

売上割引 57 56

為替差損 2,076 －

その他 32 38

営業外費用合計 2,251 170

経常利益 34,022 43,796

特別利益

固定資産売却益 20 17

投資有価証券売却益 397 －

その他 4 1

特別利益合計 422 19

特別損失

固定資産除却損 24 16

その他 3 7

特別損失合計 28 23

税金等調整前四半期純利益 34,415 43,792

法人税等 9,797 13,090

四半期純利益 24,617 30,702

非支配株主に帰属する四半期純利益 12 19

親会社株主に帰属する四半期純利益 24,604 30,682
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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 24,617 30,702

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 819 994

為替換算調整勘定 △3,722 14,529

退職給付に係る調整額 △108 △130

その他の包括利益合計 △3,011 15,393

四半期包括利益 21,605 46,095

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 21,592 46,058

非支配株主に係る四半期包括利益 13 37
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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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４．決算補足資料

(1) 所在地別売上高及び営業利益

(単位：百万円)

平成28年３月期第１四半期(累計)

日本 北米 欧州 アジア その他 計
消去

又は全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 39,067 20,810 19,185 42,577 2,902 124,543 － 124,543

(2)所在地間の内部売上高
又は振替高

43,445 485 221 12,771 4 56,928 (56,928) －

計 82,513 21,296 19,406 55,348 2,906 181,471 (56,928) 124,543

営業利益 23,580 3,879 2,072 10,559 48 40,140 (2,362) 37,778

　

(2) 平成28年３月期 設備投資額等予想

(単位：百万円)

平成28年３月期第１四半期(累計) 平成28年３月期(予想)

金額
対前年同四半期

増減率
金額 対前期増減率

設 備 投 資 額 6,604 △4.2％ 52,000 81.4％

減価償却費(有形) 3,154 3.8％ 15,200 15.5％

研 究 開 発 費 4,769 6.9％ 18,500 5.1％

　

(3) 従業員数

(単位：人)

平成28年３月期第１四半期 前期(末)比増減

従 業 員(期 末) 17,738 349

臨時従業員(期中平均) 4,893 △46

以 上
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