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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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 ％

28年３月期第２四半期 41,143 △0.8 12 △96.4 △166 － △235 －

27年３月期第２四半期 41,473 1.4 349 △9.8 1,063 123.1 864 122.7
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 △2,612百万円( －％) 27年３月期第２四半期 2,433百万円( △0.9％)
　

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２四半期 △3.75 －

27年３月期第２四半期 13.79 －
　

　

（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２四半期 91,487 56,607 58.1

27年３月期 97,248 59,548 57.5
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 53,133百万円 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 － 4.00

28年３月期(予想) － 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、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 83,000 △3.0 900 △26.5 1,000 △58.2 600 △63.0 9.57
(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２Ｑ 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２Ｑ 1,177,581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２Ｑ 62,681,382株 27年３月期２Ｑ 62,703,895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２四半期連結累計期間における国内自動車生産台数は、軽自動車税増税などの影響により、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取引先の自動車生産台数は、米国が前年度に比べ増加となったものの、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。

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の売上高は、411億４千３百万円となり、前年同四半期に比べ

３億３千万円の減収（0.8％減）となりました。

営業利益は前年同四半期に比べ３億３千６百万円減益（96.4％減）の１千２百万円となりました。経常損益はイ

ンドネシアルピア安等の為替影響をうけ、１億６千６百万円の経常損失（前年同四半期は10億６千３百万円の利

益）、親会社株主に帰属する四半期純損失は２億３千５百万円（前年同四半期は８億６千４百万円の利益）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298億２千７百万円（前年同四半期比3.7％減）、営業利益７億１百万円（同17.7％増）となりました。

〔北米〕

売上高58億４千７百万円（前年同四半期比11.7％増）、営業利益２億４千６百万円（同13.4％減）となりました。

〔中国〕

売上高40億７百万円（前年同四半期比24.3％増）、営業利益１億１千５百万円（同39.1％増）となりました。

〔アジア〕

売上高46億９千３百万円（前年同四半期比11.3％減）、営業損失２億１千３百万円（前年同四半期は１億４千６百

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２四半期連結会計期間末における流動資産は383億７千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億５百万

円減少（4.3％減）いたしました。これは主に受取手形及び売掛金の減少（９億３千３百万円）とたな卸資産の減少

（４億６千３百万円）によるものであります。固定資産は531億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億５千

５百万円減少（7.1％減）いたしました。これは主に投資有価証券の減少（30億５千３百万円）によるものでありま

す。

この結果、総資産は914億８千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ57億６千１百万円減少（5.9％減）いた

しました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は200億２千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億５千４

百万円減少（5.5％減）いたしました。これは主に未払金の減少（７億５千万円）と支払手形及び買掛金の減少（４

億３千６百万円）によるものであります。固定負債は148億５千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億６千

５百万円減少（10.1％減）いたしました。これは主に繰延税金負債（固定負債）の減少（10億６千５百万円）と長

期借入金の減少（２億４千９百万円）によるものであります。

この結果、負債合計は、348億７千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億２千万円減少（7.5％減）いた

しました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は566億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億４千万円

減少（4.9％減）いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金の減少（20億９千万円）によるものでありま

す。

この結果、自己資本比率は58.1％（前連結会計年度末は57.5％）となりました。
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（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９月25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、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、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、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２四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、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２四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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,997,514 11,965,624

受取手形及び売掛金 16,085,119 15,151,194

商品及び製品 3,018,864 2,878,703

仕掛品 1,926,558 1,898,949

原材料及び貯蔵品 4,671,269 4,375,473

繰延税金資産 1,007,627 947,868

未収入金 263,404 340,000

その他 1,127,741 832,857

貸倒引当金 △14,492 △12,907

流動資産合計 40,083,608 38,377,764

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 28,212,096 28,140,855

減価償却累計額 △20,428,851 △20,629,866

建物及び構築物（純額） 7,783,244 7,510,989

機械装置及び運搬具 57,721,086 58,125,372

減価償却累計額 △47,654,786 △48,115,515

機械装置及び運搬具（純額） 10,066,299 10,009,856

土地 9,383,452 9,292,617

建設仮勘定 3,105,387 3,340,211

その他 9,228,276 9,215,053

減価償却累計額 △8,077,796 △8,100,140

その他（純額） 1,150,479 1,114,913

有形固定資産合計 31,488,863 31,268,588

無形固定資産

のれん 27,207 24,006

その他 223,313 220,277

無形固定資産合計 250,520 244,284

投資その他の資産

投資有価証券 20,277,089 17,223,988

関係会社出資金 1,005,655 －

長期前払費用 384,073 459,170

繰延税金資産 428,776 397,910

退職給付に係る資産 2,954,415 3,115,938

その他 431,668 455,729

貸倒引当金 △55,765 △55,724

投資その他の資産合計 25,425,913 21,597,012

固定資産合計 57,165,297 53,109,885

資産合計 97,248,906 91,487,650

決算短信 （宝印刷）  2015年10月26日 10時57分 7ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



中央発條株式会社(5992) 平成28年３月期 第２四半期決算短信

－ 6 －

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,817,778 12,381,140

短期借入金 1,673,558 2,112,236

1年内返済予定の長期借入金 484,240 481,432

未払金 1,277,101 526,438

未払費用 1,749,670 1,694,619

未払法人税等 209,454 132,081

賞与引当金 1,514,409 1,512,791

役員賞与引当金 89,163 45,137

製品保証引当金 92,902 58,429

その他 1,269,217 1,078,192

流動負債合計 21,177,495 20,022,499

固定負債

長期借入金 5,271,422 5,021,658

繰延税金負債 6,816,161 5,750,719

役員退職慰労引当金 330,691 316,913

退職給付に係る負債 2,314,812 2,247,029

資産除去債務 115,073 116,392

その他 1,674,945 1,404,512

固定負債合計 16,523,107 14,857,225

負債合計 37,700,602 34,879,725

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 19,843,527

自己株式 △556,154 △559,083

株主資本合計 41,766,090 41,250,576

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 10,426,530

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 △36,306

退職給付に係る調整累計額 1,186,044 1,242,328

その他の包括利益累計額合計 14,138,546 11,882,972

非支配株主持分 3,643,666 3,474,377

純資産合計 59,548,303 56,607,925

負債純資産合計 97,248,906 91,487,650
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 41,473,740 41,143,076

売上原価 36,931,978 36,770,709

売上総利益 4,541,761 4,372,367

販売費及び一般管理費 4,192,723 4,359,837

営業利益 349,037 12,529

営業外収益

受取利息 6,786 11,406

受取配当金 251,959 294,865

為替差益 229,970 －

助成金収入 231,531 13,805

その他 72,071 51,777

営業外収益合計 792,318 371,855

営業外費用

支払利息 56,517 73,981

持分法による投資損失 3,592 －

為替差損 － 424,539

その他 17,532 52,857

営業外費用合計 77,642 551,378

経常利益又は経常損失（△） 1,063,713 △166,993

特別利益

固定資産売却益 2,196 －

新株予約権戻入益 5,236 －

段階取得に係る差益 118,688 －

特別利益合計 126,120 －

特別損失

固定資産除売却損 1,259 2,773

減損損失 8,369 8,334

特別損失合計 9,628 11,108

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（△）

1,180,205 △178,102

法人税、住民税及び事業税 192,909 182,540

法人税等調整額 134,894 △60,566

法人税等合計 327,804 121,974

四半期純利益又は四半期純損失（△） 852,400 △300,076

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △12,326 △64,874

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（△）

864,727 △235,202
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 852,400 △300,076

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,091,308 △2,089,293

為替換算調整勘定 476,693 △285,782

退職給付に係る調整額 93,269 62,898

持分法適用会社に対する持分相当額 △80,340 －

その他の包括利益合計 1,580,929 △2,312,177

四半期包括利益 2,433,330 △2,612,253

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,335,813 △2,490,776

非支配株主に係る四半期包括利益 97,517 △121,477
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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２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９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 29,135,435 5,235,605 2,517,277 4,585,422 41,473,740

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,841,529 698 706,424 707,681 3,256,334

計 30,976,965 5,236,303 3,223,701 5,293,104 44,730,074

セグメント利益 595,604 284,677 82,901 146,294 1,109,478

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 1,109,478

未実現利益の消去等 35,365

全社費用(注) △795,806

四半期連結損益計算書の営業利益 349,037

(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２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９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 27,935,509 5,840,651 3,233,911 4,133,003 41,143,076

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,892,317 7,026 773,759 560,046 3,233,150

計 29,827,827 5,847,678 4,007,671 4,693,049 44,376,226

セグメント利益
又は損失（△）

701,147 246,480 115,353 △213,184 849,797

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 849,797

未実現利益の消去等 △1,786

全社費用(注) △835,482

四半期連結損益計算書の営業利益 12,529

(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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平成２８年３月期 第２四半期                             平成２７年１０月２９日 
決算発表（参考資料）                                       

                                                             

 

 

 

 

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

 当第２四半期 前第２四半期 増減 通期予想 

売 上 高 41,143 (100.0) 41,473 (100.0) △330 (△0.8) 83,000 (100.0)

営 業 利 益 12 (0.0) 349 (0.8) △336 (△96.4) 900 (1.1)

経 常 利 益 △166 (△0.4) 1,063 (2.6) △1,230 (－) 1,000 (1.2)
親会社株主に帰属

する当期純利益 
△235 (△0.6) 864 (2.1) △1,099 (－) 600 (0.7)

 

（２）当第２四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 

経費の減 他 

３９０

２６０

２４

売上減に伴う付加価値の減 

売価変動 

為替変動 

 

７８０

６０

１７０

計  ６７４ 計 １，０１０

営業利益       ３３６ 百万円 減益 

受取配当金の増 

 

 

 

４３ 為替差損益 

助成金収入の減 

その他 

６５５

２１８

６４

計  ７１７ 計 １，９４７

                                               経常利益     １,２３０ 百万円 減益 

法人税等、法人税等調整額 

その他 

 

２０６

４３

段階取得に係る差益 

 

 

１１８

計  ９６６ 計 ２，０６５

                       親会社株主に帰属する四半期純利益      １,０９９ 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） 

※ 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２四半期 前期 増減 

総 資 産 91,487 97,248 △5,761

純 資 産 56,607 59,548 △2,940

自己資本比率(％) 58.1 57.5 ＋0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ

 

（５）配当の状況 

 １株当たり中間配当金 １株当たり期末配当金 １株当たり年間配当金 

平成２８年３月期 ４円００銭 （予想）４円００銭 （予想）８円００銭

平成２７年３月期 ４円００銭 ４円００銭 ８円００銭

 

 

 

 

 

 

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

 当第２四半期 前第２四半期 増減 

シ ャ シ ば ね 13,233 (32.2) 13,871 (33.4) △637 (△4.6) 

精 密 ば ね 9,855 (24.0) 9,802 (23.6) ＋52 (＋0.5) 

ケ ー ブ ル 11,408 (27.7) 11,230 (27.1) ＋177 (＋1.6) 

そ の 他 6,645 (16.2) 6,569 (15.8) ＋76 (＋1.2) 

合      計 41,143 (100.0) 41,473 (100.0) △330 (△0.8) 

 

（７）設備投資実績（有形固定資産）                         (百万円) 

 当第２四半期 前第２四半期 前 期 

設 備 投 資 額 1,685    1,548 3,162 

減 価 償 却 費 1,710   1,608 3,420 

 


