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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）

(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
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 12,166 △19.9 65 △71.8 △108 ― △151 ―
27年3月期第2四半期 15,194 3.6 230 △62.9 87 △86.0 7 △98.7

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 △47百万円 （―％） 27年3月期第2四半期 △190百万円 （△125.9％）

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 △2.39 ―
27年3月期第2四半期 0.12 ―

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

28年3月期第2四半期 32,206 7,663 23.8 121.45
27年3月期 34,476 7,711 22.4 122.21
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 7,663百万円 27年3月期 7,711百万円

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

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
28年3月期 ― 0.00
28年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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）

（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
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 29,000 △3.1 570 ― 230 ― 100 ― 1.58



(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

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しました。

※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。

※ 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） 28年3月期2Q 63,534,546 株 27年3月期 63,534,546 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 439,790 株 27年3月期 439,070 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 63,095,150 株 27年3月期2Q 63,109,937 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２四半期連結累計期間における我が国経済は、中国経済減速の影響を受ける中、原油安や政

府の経済対策により景気は堅調に推移いたしました。一方で世界経済は、欧米は引き続き堅調に推

移いたしましたが、中国経済の減速が鮮明となり、他の新興国においても景気に対する懸念が強ま

るなど、先行き不透明感が増加しております。

このような情勢の中、当社グループは中国をはじめとしたアジア諸国や欧米への拡販を図るとと

もに、生産効率化や原価低減などの推進に取り組んでまいりました。

　以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、工作機械関連事業部門及び

輸送機器関連事業部門ともに減少したことにより12,166百万円（前年同期比19.9％減）となりまし

た。損益につきましては、営業利益は65百万円（前年同期比71.8％減）となり、経常損失は108百

万円（前年同期は経常利益87百万円）となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は151百

万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益７百万円）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。

工作機械関連事業部門におきましては、欧米は引き続き堅調に推移しましたが、中国向けの売上

が減少したことにより、売上高は7,002百万円（前年同期比27.7％減）となり、セグメント利益

（営業利益）は売上高の減少により205百万円（前年同期比53.5％減）となりました。

輸送機器関連事業部門におきましては、二輪車用エンジン部品等の減少を受けて、売上高は5,096

百万円（前年同期比6.7％減）、セグメント損失（営業損失）はベトナム現地法人の損益は着実に改

善してきたものの、売上高減少の影響が大きく、196百万円（前年同期は営業損失238百万円）とな

りました。

その他の部門におきましては、不動産賃貸事業により、売上高は67百万円（前年同期比71.6％増）

となり、セグメント利益（営業利益）は57百万円（前年同期比93.7％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の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,270百万円減少し32,206百

万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が1,652百万円、受取手形及び売掛金が280百万

円、その他の流動資産が433百万円、有形固定資産が297百万円減少したことによるものでありま

す。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,222百万円減少し24,543百万円となりました。この主な要

因は、長期借入金が485百万円増加したものの、短期借入金が2,125百万円、支払手形及び買掛金が

317百万円、その他の流動負債が192百万円減少したことによるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ47百万円減少し7,663百万円となりました。この主な要因

は、為替換算調整勘定が88百万円増加したものの、親会社株主に帰属する四半期純損失151百万円

を計上したことによるものであります。この結果、自己資本比率は23.8％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８月６日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

決算短信 （宝印刷）  2015年11月04日 17時21分 2ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



エンシュウ株式会社(6218) 平成28年３月期 第２四半期決算短信

－ 3 －

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

「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。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動

を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキ

ャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連

結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フロ

ーは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更しております。

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．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（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 3,427 1,775

受取手形及び売掛金 5,717 5,437

電子記録債権 934 1,316

商品及び製品 3,735 3,232

仕掛品 2,600 3,080

原材料及び貯蔵品 1,074 1,140

その他 944 510

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 18,427 16,485

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 4,148 4,263

土地 7,387 7,387

その他（純額） 3,847 3,435

有形固定資産合計 15,383 15,086

無形固定資産

のれん 20 18

その他 242 209

無形固定資産合計 262 227

投資その他の資産

その他 487 492

貸倒引当金 △84 △84

投資その他の資産合計 402 407

固定資産合計 16,049 15,721

資産合計 34,476 32,206

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,084 4,766

短期借入金 7,544 5,419

未払法人税等 59 44

賞与引当金 327 337

その他 2,350 2,158

流動負債合計 15,366 12,725

固定負債

長期借入金 6,004 6,489

退職給付に係る負債 3,239 3,178

役員退職慰労引当金 15 15

資産除去債務 293 293

その他 1,846 1,841

固定負債合計 11,399 11,817

負債合計 26,765 24,543
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 4,640 4,640

資本剰余金 1,230 1,230

利益剰余金 △1,654 △1,805

自己株式 △65 △65

株主資本合計 4,151 3,999

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2 1

土地再評価差額金 3,582 3,582

為替換算調整勘定 541 629

退職給付に係る調整累計額 △566 △550

その他の包括利益累計額合計 3,560 3,663

純資産合計 7,711 7,663

負債純資産合計 34,476 32,206
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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：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 15,194 12,166

売上原価 13,414 10,572

売上総利益 1,779 1,594

販売費及び一般管理費 1,549 1,529

営業利益 230 65

営業外収益

受取利息 2 5

受取配当金 0 0

受取賃貸料 13 13

その他 45 27

営業外収益合計 61 45

営業外費用

支払利息 143 126

為替差損 ― 76

その他 61 16

営業外費用合計 204 219

経常利益又は経常損失（△） 87 △108

特別利益

固定資産売却益 0 2

投資有価証券売却益 ― 0

特別利益合計 0 2

特別損失

固定資産廃棄損 8 0

特別損失合計 8 0

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（△）

79 △106

法人税、住民税及び事業税 60 33

法人税等調整額 0 11

法人税等合計 61 44

四半期純利益又は四半期純損失（△） 18 △151

非支配株主に帰属する四半期純利益 11 ―

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（△）

7 △151
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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：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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 18 △151

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 △0

繰延ヘッジ損益 △24 ―

為替換算調整勘定 △306 88

退職給付に係る調整額 121 15

その他の包括利益合計 △209 103

四半期包括利益 △190 △47

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △196 △47

非支配株主に係る四半期包括利益 6 ―
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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)

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又は税金等調整
前四半期純損失（△）

79 △106

減価償却費 502 583

のれん償却額 ― 2

負ののれん償却額 △0 ―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 53 △45

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30 ―

賞与引当金の増減額（△は減少） 5 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

受取利息及び受取配当金 △2 △5

支払利息 143 126

為替差損益（△は益） △1 61

投資有価証券売却損益（△は益） ― △0

持分法による投資損益（△は益） △1 ―

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △2

有形固定資産廃棄損 8 0

売上債権の増減額（△は増加） △2,541 181

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,069 △48

仕入債務の増減額（△は減少） 104 △261

未収消費税等の増減額（△は増加） 217 ―

前受金の増減額（△は減少） △229 438

その他 257 △161

小計 △367 771

利息及び配当金の受取額 2 5

利息の支払額 △142 △124

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △90 △27

営業活動によるキャッシュ・フロー △597 625

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 △427 △603

有形固定資産の売却による収入 0 3

投資有価証券の売却による収入 ― 4

無形固定資産の取得による支出 ― △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △426 △597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,380 350

短期借入金の返済による支出 △270 △2,890

長期借入れによる収入 100 2,000

長期借入金の返済による支出 △1,224 △1,099

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △38 △43

財務活動によるキャッシュ・フロー △53 △1,683

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,108 △1,652

現金及び現金同等物の期首残高 2,829 3,427

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,721 1,775
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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）

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)

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）

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)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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

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)

　 (単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)3

工作機械
関連事業

輸送機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 9,691 5,463 15,154 39 15,194 ― 15,194

セグメント間の内部売上高
又は振替高

14 ― 14 ― 14 △14 ―

計 9,705 5,463 15,169 39 15,208 △14 15,194

セグメント利益又は損失（△） 441 △238 203 29 233 △2 230

（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、不動産賃貸事業であります。

　 ２ セグメント利益又は損失の調整額△２百万円は、セグメント間取引消去であります。

　 ３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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)

　 (単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)3

工作機械
関連事業

輸送機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 7,002 5,096 12,099 67 12,166 ― 12,166

セグメント間の内部売上高
又は振替高

6 ― 6 ― 6 △6 ―

計 7,009 5,096 12,105 67 12,173 △6 12,166

セグメント利益又は損失（△） 205 △196 8 57 66 △0 65

（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、不動産賃貸事業であります。

　 ２ セグメント利益又は損失の調整額△０百万円は、セグメント間取引消去であります。

　 ３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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