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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 21,963 △2.5 1,047 △30.5 1,377 △13.8 852 △15.7

27年３月期第２四半期 22,530 △4.4 1,507 △29.0 1,598 △35.2 1,011 △38.3
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 457百万円(△47.8％) 27年３月期第２四半期 876百万円(△80.6％)
　

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 20.00 －

27年３月期第２四半期 23.73 －
　

　

（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 81,508 66,310 73.7

27年３月期 81,828 66,176 73.5
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 60,094百万円 27年３月期 60,168百万円
　　

　
　

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 － 7.00 － 7.00 14.00

28年３月期 － 7.00

28年３月期(予想) － 7.00 14.00

(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 49,000 4.5 2,900 △3.4 3,400 △6.1 1,900 △9.8 44.58
(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３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特
有の会計処理の適用」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３ページ「２．サマリー情報（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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期２Ｑ 44,713,930株 27年３月期 44,713,930株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 2,092,065株 27年３月期 2,092,370株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 42,621,953株 27年３月期２Ｑ 42,622,102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、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）

当資料に記載の将来に関する予測数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定
な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により開示した予測数値と異なる場合があります。業績予
想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決
算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（第２四半期決算説明会内容の入手方法）
第２四半期決算説明会（機関投資家、アナリスト向け）は、平成27年11月20日に開催する予定であります。なお、

第２四半期決算補足説明資料（第２四半期決算説明会資料）は、説明会終了後にＴＤｎｅｔ及び当社ホームページで
開示いたします。
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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わが国経済は、企業収益及び雇用情勢の改善がみられるなど、緩やかな回復基

調で推移いたしました。一方、世界経済は米国においては堅調に推移しているものの、中国の景気減速などを背景に、

先行き不透明な状況が続きました。

このような状況のもと、当社グループは、第13次中期経営計画「Global Innovation 70th」に掲げた成長戦略であ

る積極的な海外事業展開と、「経営」「技術」「生産」「機能」「人づくり」における革新に取り組むことにより、経営体

質の強化、企業価値のさらなる向上を図ってまいりました。

しかし、主として建設業界及び建設機械業界からの受注が本格的な回復に至っていないことが、当社グループの業

績に影響を与えております。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は21,963百万円（前年同期比2.5％減）、営業利益は1,047百万

円（前年同期比30.5％減）、経常利益は1,377百万円（前年同期比13.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

852百万円（前年同期比15.7％減）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。

① 製品事業部関連事業

当社主力製品である建設関連製品の販売量は、主として建設コストの高騰によって着工件数が伸び悩んだことなど

により、前年同期と比較し減少いたしました。

一方、高強度ばね鋼線（ＩＴＷ）の販売量は、米国では減少したものの、中国、欧州及び国内での販売量が伸びた

ことにより、前年同期と比較し増加いたしました。

この結果、売上高は11,354百万円（前年同期比0.7％増）、営業利益は660百万円（前年同期比14.0％減）となりまし

た。

② ＩＨ事業部関連事業

熱処理受託加工関連、誘導加熱装置関連の売上高は、主として自動車業界向けの受注が堅調に推移したことにより、

前年同期と比較し増加いたしましたが、建設機械部品関連の売上高は、建設機械業界からの受注の回復が遅れている

こと、中国での受注が低迷したことなどにより、前年同期と比較し減少いたしました。

また、自動車部品関連の売上高は、主として国内の販売量が伸び悩んだことにより、前年同期と比較し減少いたし

ました。

この結果、売上高は10,545百万円（前年同期比5.7％減）、営業利益は358百万円（前年同期比49.6％減）となりまし

た。

③ その他

当該セグメントは、報告セグメントに含まれない不動産賃貸事業等であります。

当社保有の賃貸物件については、小規模ではありますが安定的に業績に寄与しております。

この結果、売上高は63百万円（前年同期比2.6％減）、営業利益は29百万円（前年同期比1.6％増）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は81,508百万円（前連結会計年度末比0.4％減）となりました。この主

な要因は、流動資産が増加したものの、投資有価証券が減少したことなどによります。

当第２四半期連結会計期間末における負債は15,197百万円（前連結会計年度末比2.9％減）となりました。この主な

要因は、支払手形及び買掛金が増加したものの、長期借入金が減少したことなどによります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産は66,310百万円（前連結会計年度末比0.2％増）となりました。この主

な要因は、その他有価証券評価差額金が減少したものの、利益剰余金や為替換算調整勘定が増加したことなどにより

ます。

この結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は73.7％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28年３月期の業績予想につきましては、「平成27年３月期 決算短信」（平成27年５月11日）公表時点から修正

は行っておりません。

なお、予測数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。

実際の業績等は、業況の変化等により開示した予測数値と異なる場合があります。

　

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

税金費用については、当第２四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又は損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（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。

これによる損益に与える影響はありません。
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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 13,763 14,583

受取手形及び売掛金 14,307 14,692

有価証券 190 －

商品及び製品 958 950

仕掛品 1,305 1,554

原材料及び貯蔵品 2,049 1,779

その他 2,201 1,844

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 34,770 35,402

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,693 9,471

機械装置及び運搬具（純額） 10,874 10,207

土地 10,209 10,204

建設仮勘定 719 1,248

その他（純額） 384 371

有形固定資産合計 31,880 31,503

無形固定資産

借地権 973 969

その他 16 16

無形固定資産合計 990 985

投資その他の資産

投資有価証券 13,892 13,331

長期貸付金 49 46

その他 331 324

貸倒引当金 △85 △85

投資その他の資産合計 14,187 13,616

固定資産合計 47,058 46,106

資産合計 81,828 81,508
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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 5,006 5,244

短期借入金 2,144 2,297

未払法人税等 281 406

賞与引当金 539 568

その他 4,043 3,424

流動負債合計 12,015 11,941

固定負債

長期借入金 1,020 819

退職給付に係る負債 901 896

その他 1,714 1,540

固定負債合計 3,636 3,255

負債合計 15,652 15,197

純資産の部

株主資本

資本金 6,418 6,418

資本剰余金 5,528 5,528

利益剰余金 45,768 46,322

自己株式 △1,670 △1,670

株主資本合計 56,045 56,599

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,057 1,344

為替換算調整勘定 2,262 2,327

退職給付に係る調整累計額 △196 △177

その他の包括利益累計額合計 4,123 3,494

非支配株主持分 6,007 6,216

純資産合計 66,176 66,310

負債純資産合計 81,828 81,508
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
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 22,530 21,963

売上原価 17,825 17,586

売上総利益 4,704 4,377

販売費及び一般管理費 3,197 3,329

営業利益 1,507 1,047

営業外収益

受取利息 14 16

受取配当金 86 100

持分法による投資利益 124 211

その他 62 54

営業外収益合計 288 383

営業外費用

支払利息 30 31

為替差損 78 17

開業費償却 76 －

その他 11 4

営業外費用合計 197 53

経常利益 1,598 1,377

特別利益

有形固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 － 123

受取保険金 11 －

補助金収入 11 5

特別利益合計 24 128

特別損失

有形固定資産売却損 0 4

有形固定資産除却損 2 36

特別退職金 25 －

その他 0 0

特別損失合計 28 40

税金等調整前四半期純利益 1,593 1,465

法人税等 463 461

四半期純利益 1,130 1,003

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,011 852

非支配株主に帰属する四半期純利益 119 151

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 569 △698

為替換算調整勘定 △836 155

退職給付に係る調整額 24 18

持分法適用会社に対する持分相当額 △11 △20

その他の包括利益合計 △253 △545

四半期包括利益 876 457

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,020 223

非支配株主に係る四半期包括利益 △143 234
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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）

【セグメント情報】

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：百万円)

報告セグメント

その他(注) 合計製品事業部
関連事業

ＩＨ事業部
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 11,277 11,188 22,465 64 22,530

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 11 11 － 11

計 11,277 11,199 22,476 64 22,541

セグメント利益 768 710 1,478 28 1,507

(注) 「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、不動産賃貸事業等であります。

　

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及び包括利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：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,478

「その他」の区分の利益 28

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 1,507

　

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

該当事項はありません。
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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：百万円)

報告セグメント

その他(注) 合計製品事業部
関連事業

ＩＨ事業部
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 11,354 10,545 21,900 63 21,963

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

－ 9 9 － 9

計 11,354 10,555 21,910 63 21,973

セグメント利益 660 358 1,018 29 1,047

(注) 「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、不動産賃貸事業等であります。

　

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及び包括利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：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,018

「その他」の区分の利益 29

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 1,047

　

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

該当事項はありません。
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