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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（平成27年４月１日～平成27年９月30日）におけるわが国経済は、個人消費は伸

び悩んでいるものの、設備投資が増加するなど緩やかな回復傾向で推移しました。世界経済におきましては、

米国は雇用環境の改善による個人消費の増加など拡大基調が続き、欧州は緩やかな回復が継続しました。ま

た、アジア地域では中国の景気減速が鮮明となり、東南アジアでは経済成長が減速しました。 

 ICT（情報通信技術）や自動車を含むエレクトロニクス市場におきましては、スマートフォンの需要は堅調に

推移し、さらには自動車の電装化の進展などにより、需要は拡大しました。 

 このような環境の中、当社グループでは通信機器市場やカーエレクトロニクス市場への販売に注力し、当第

２四半期連結累計期間の売上高は16,590百万円（前年同期比6.9%増）となり、営業利益は67百万円（前年同期

は営業損失586百万円）となりました。また、経常利益は96百万円（前年同期は経常損失111百万円）、親会社

株主に帰属する四半期純損失は276百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失450百万円）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総資産は、前期末と比較して2,573百万円増加し、59,494百万円となりまし

た。これは主に現金及び預金の増加などによるものであります。

 負債合計は、前期末に比べ3,781百万円増加し、28,246百万円となりました。これは主に借入金の増加などに

よるものであります。

 純資産合計は、前期末に比べ1,207百万円減少し、31,248百万円となりました。これは主に非支配株主持分及

び為替換算調整勘定が減少したため、純資産が減少しております。

自己資本比率は、前期末に比べ3.6ポイント減少し、44.4％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月期の通期の業績予想につきましては、平成27年５月15日発表の業績予想に変更はありません。

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

 一部の連結子会社の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

（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

る方法に変更しております。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しております。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：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 13,076,115 17,857,123 

受取手形及び売掛金 7,231,397 7,625,681 

有価証券 2,071,463 2,071,686 

商品及び製品 3,570,738 2,817,742 

仕掛品 3,674,410 3,370,158 

原材料及び貯蔵品 2,543,382 2,323,992 

繰延税金資産 37,810 37,371 

その他 1,321,428 836,702 

貸倒引当金 △11,729 △10,892 

流動資産合計 33,515,017 36,929,567 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 5,425,610 5,132,694 

機械装置及び運搬具（純額） 7,657,361 6,530,415 

工具、器具及び備品（純額） 938,042 888,690 

土地 5,795,232 5,735,809 

リース資産（純額） － 812,358 

建設仮勘定 654,893 499,282 

有形固定資産合計 20,471,139 19,599,250 

無形固定資産 

のれん 8,468 － 

その他 250,760 236,341 

無形固定資産合計 259,229 236,341 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,080,192 2,035,280 

長期貸付金 577 452 

繰延税金資産 81,690 248,364 

その他 592,609 524,721 

貸倒引当金 △79,302 △79,302 

投資その他の資産合計 2,675,768 2,729,516 

固定資産合計 23,406,137 22,565,108 

資産合計 56,921,155 59,494,675 
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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 2,655,382 2,595,267 

短期借入金 3,825,045 3,750,606 

1年内返済予定の長期借入金 4,546,035 5,084,798 

リース債務 － 68,672 

未払金 1,075,434 1,118,193 

未払法人税等 184,771 114,343 

賞与引当金 476,886 499,636 

繰延税金負債 6,150 1,060 

その他 799,358 798,169 

流動負債合計 13,569,065 14,030,747 

固定負債 

長期借入金 8,258,673 10,443,698 

リース債務 － 746,714 

繰延税金負債 822,588 815,216 

退職給付に係る負債 1,493,760 1,832,891 

長期未払金 161,879 225,705 

資産除去債務 25,420 24,602 

その他 133,850 127,025 

固定負債合計 10,896,173 14,215,854 

負債合計 24,465,239 28,246,602 

純資産の部 

株主資本 

資本金 19,344,883 19,344,883 

資本剰余金 12,413,474 7,158,763 

利益剰余金 △5,309,546 △346,403 

自己株式 △1,910,139 △1,912,520 

株主資本合計 24,538,671 24,244,723 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 526,892 496,621 

為替換算調整勘定 1,891,273 1,587,183 

退職給付に係る調整累計額 350,511 102,892 

その他の包括利益累計額合計 2,768,678 2,186,697 

非支配株主持分 5,148,564 4,816,652 

純資産合計 32,455,915 31,248,073 

負債純資産合計 56,921,155 59,494,675 
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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 15,519,898 16,590,144 

売上原価 12,906,854 13,436,225 

売上総利益 2,613,043 3,153,918 

販売費及び一般管理費 3,199,583 3,085,992 

営業利益又は営業損失（△） △586,539 67,926 

営業外収益 

受取利息 15,284 19,342 

受取配当金 16,455 22,850 

為替差益 452,345 17,687 

その他 127,860 81,665 

営業外収益合計 611,946 141,546 

営業外費用 

支払利息 60,226 78,537 

その他 76,788 34,715 

営業外費用合計 137,015 113,252 

経常利益又は経常損失（△） △111,608 96,219 

特別利益 

固定資産売却益 3,320 1,806 

特別利益合計 3,320 1,806 

特別損失 

固定資産売却損 4,510 11,750 

固定資産除却損 1,465 2,436 

特別損失合計 5,976 14,187 

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（△） 
△114,264 83,839 

法人税、住民税及び事業税 148,486 190,698 

過年度法人税等 － 36,534 

法人税等調整額 66,222 18,513 

法人税等合計 214,708 245,746 

四半期純損失（△） △328,973 △161,906 

非支配株主に帰属する四半期純利益 121,915 114,938 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △450,889 △276,845 
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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) 

四半期純損失（△） △328,973 △161,906 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 104,378 △30,271 

為替換算調整勘定 1,040,128 △579,844 

退職給付に係る調整額 △34,576 △248,217 

その他の包括利益合計 1,109,930 △858,334 

四半期包括利益 780,957 △1,020,240 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 368,688 △858,826 

非支配株主に係る四半期包括利益 412,268 △161,414 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（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) 

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（△） 
△114,264 83,839 

減価償却費 1,701,871 1,245,270 

のれん償却額 7,564 8,556 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,863 △705 

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,262 23,944 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,500 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △47,873 △97,779 

受取利息及び受取配当金 △31,740 △42,193 

支払利息 60,226 78,537 

為替差損益（△は益） △212,115 228,575 

有形固定資産売却損益（△は益） 1,190 9,943 

有形固定資産除却損 1,465 2,436 

売上債権の増減額（△は増加） 616,508 △622,899 

たな卸資産の増減額（△は増加） △589,678 1,121,329 

仕入債務の増減額（△は減少） △24,646 146,099 

その他 △45,489 309,623 

小計 1,348,916 2,494,579 

利息及び配当金の受取額 31,740 42,193 

利息の支払額 △59,509 △79,121 

法人税等の支払額 △198,049 △238,445 

法人税等の還付額 89,114 30,240 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,212,212 2,249,446 

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 △2,285,003 △628,565 

有形固定資産の売却による収入 28,088 32,829 

投資有価証券の取得による支出 △2,518 △3,653 

貸付けによる支出 △2,576 △380 

貸付金の回収による収入 1,467 7,927 

その他 △54,947 55,432 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,315,489 △536,409 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 394,480 △75,263 

長期借入れによる収入 3,936,000 4,670,000 

長期借入金の返済による支出 △1,461,036 △1,806,109 

セール・アンド・リースバックによる収入 － 829,666 

リース債務の返済による支出 － △16,889 

配当金の支払額 △207,744 △418 

非支配株主への配当金の支払額 △98,865 △168,406 

自己株式の売却による収入 34 － 

自己株式の取得による支出 △309,843 △2,380 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,253,024 3,430,198 

現金及び現金同等物に係る換算差額 495,318 △362,004 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,645,065 4,781,231 

現金及び現金同等物の期首残高 13,903,748 15,147,578 

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,548,814 19,928,810 
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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）

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） 

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） 

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 日本 

北米 
（注）３ 

欧州 
（注）３ 中国 台湾 

アジア 
（注）３ 計 

売上高 

外部顧客への

売上高 
3,568,599 888,429 1,241,298 4,767,072 3,603,689 1,450,808 15,519,898 - 15,519,898 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

8,906,239 4,334 3,134 1,738,403 1,520,442 2,543,709 14,716,264 △14,716,264 - 

計 12,474,838 892,764 1,244,432 6,505,476 5,124,131 3,994,518 30,236,162 △14,716,264 15,519,898 

セグメント利益

又は損失（△） 
△559,009 5,974 40,110 △390,476 292,235 △119,140 △730,306 143,766 △586,539 

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額143,766千円には、セグメント間取引消去29,121千円、のれんの

償却額△7,564千円、その他の調整額122,208千円が含まれております。

２. 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損失と調整を行っております。

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国

(2）欧州………ドイツ

(3）アジア……インドネシア、シンガポール

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） 

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） 

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 日本 北米 

（注）３ 
欧州 

（注）３ 
中国 台湾 アジア 

（注）３ 
計 

売上高 

外部顧客への

売上高 
3,125,706 1,130,014 1,250,704 5,452,797 4,072,534 1,558,386 16,590,144 － 16,590,144 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

10,277,685 16,883 1,369 1,653,379 1,334,898 2,910,393 16,194,608 △16,194,608 － 

計 13,403,391 1,146,898 1,252,074 7,106,176 5,407,432 4,468,779 32,784,753 △16,194,608 16,590,144 

セグメント利益

又は損失（△） 
155,466 20,013 31,520 △335,801 238,123 44,601 153,924 △85,998 67,926 

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額△85,998千円には、セグメント間取引消去29,647千円、のれん

の償却額△8,556千円、その他の調整額△107,089千円が含まれております。

２. 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。

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国

(2）欧州………ドイツ

(3）アジア……インドネシア、シンガポール、タイ
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