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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年12月31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３四半期 63,613 △2.0 877 △10.1 1,098 △55.5 605 △60.2

27年３月期第３四半期 64,902 2.4 975 4.2 2,468 46.3 1,521 264.6
(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 △643百万円( －％) 27年３月期第３四半期 5,526百万円( 72.5％)
　

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３四半期 9.66 －

27年３月期第３四半期 24.27 －
　

　

（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３四半期 95,395 58,322 57.4

27年３月期 97,248 59,548 57.5
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 54,783百万円 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３Ｑ 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３Ｑ 1,181,160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３Ｑ 62,679,694株 27年３月期３Ｑ 62,700,744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。

決算短信 （宝印刷）  2016年01月28日 16時59分 2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３四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 3

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………………………… 4

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………… 4

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………… 4

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………… 4

（４）追加情報 ……………………………………………………………………………………………… 4

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………… 5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………… 5

（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 ………………………………………… 7

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… 9

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… 9

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… 9

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………… 9

決算短信 （宝印刷）  2016年01月28日 16時59分 3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３四半期決算短信

― 2 ―

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３四半期連結累計期間における当社の主要な得意先の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、インドネシアでは景気減速により前年度に比べ大幅

減少となったものの、北米、中国では前年度を上回る結果となりました。

このような状況のなか、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は636億１千３百万円となり、

前年同四半期に比べ12億８千９百万円の減収（2.0％減）となりました。

また、営業利益は前年同四半期に比べ９千８百万円減益（10.1％減）の８億７千７百万円となりました。経常利

益は主に為替評価差損の影響で、前年同四半期に比べ13億６千９百万円減益（55.5％減）の10億９千８百万円、親

会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期に比べ９億１千６百万円減益（60.2％減）の６億５百万円となり

ました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。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468億４千８百万円（前年同四半期比3.7％減）、営業利益16億１百万円（同15.8％増）となりました。

〔北米〕

売上高83億２千万円（前年同四半期比3.6％増）、営業利益２億９千２百万円（同23.0％減）となりました。

〔中国〕

売上高62億５百万円（前年同四半期比19.9％増）、営業利益２億８千５百万円（同109.4％増）となりました。

〔アジア〕

売上高70億４千８百万円（前年同四半期比13.4％減）、営業損失６千４百万円（前年同四半期は２億３千２百万円

の利益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は406億１千万円となり、前連結会計年度末に比べ５億２千６百万

円増加（1.3％増）いたしました。これは主に現金及び預金の増加（16億３千５百万円）とたな卸資産の減少（６億

６千９百万円）及び繰延税金資産（流動資産）の減少（２億５千７百万円）によるものであります。固定資産は547

億８千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億８千万円減少（4.2％減）いたしました。これは主に投資有価

証券の減少（14億４千４百万円）によるものであります。

この結果、総資産は953億９千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億５千３百万円減少（1.9％減）いた

しました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は214億６千万円となり、前連結会計年度末に比べ２億８千３百万

円増加（1.3％増）いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の増加（６億６千８百万円）及び短期借入金の増

加（６億３千２百万円）と賞与引当金の減少（７億６千９百万円）によるものであります。固定負債は156億１千２

百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億１千１百万円減少（5.5％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（４億９千５百万円）と長期借入金の減少（２億６千９百万円）によるものであります。

この結果、負債合計は、370億７千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億２千７百万円減少（1.7％減）

いたしました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は583億２千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億２千

５百万円減少（2.1％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（９億９千１百万円）による

ものであります。

この結果、自己資本比率は57.4％（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３四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３四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。

（４）追加情報

（返品調整引当金の計上）

一部の国内連結子会社において、季節商品であるタイヤチェーンの返品に備えるため、第３四半期連結累計期間の

売上高に対して過去の返品実績率に基づく将来の返品見込額を返品調整引当金として計上しております。

当第３四半期連結会計期間末における計上額は200,602千円であります。

なお、タイヤチェーンの返品は当連結会計年度末までに完了するため、当引当金は当連結会計年度末には全額を取

り崩す予定です。
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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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,997,514 13,632,750

受取手形及び売掛金 16,085,119 16,072,005

商品及び製品 3,018,864 2,571,939

仕掛品 1,926,558 1,904,118

原材料及び貯蔵品 4,671,269 4,470,675

繰延税金資産 1,007,627 750,527

未収入金 263,404 298,000

その他 1,127,741 921,360

貸倒引当金 △14,492 △11,047

流動資産合計 40,083,608 40,610,329

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 28,212,096 28,242,182

減価償却累計額 △20,428,851 △20,816,654

建物及び構築物（純額） 7,783,244 7,425,527

機械装置及び運搬具 57,721,086 58,556,843

減価償却累計額 △47,654,786 △48,322,212

機械装置及び運搬具（純額） 10,066,299 10,234,631

土地 9,383,452 9,314,330

建設仮勘定 3,105,387 3,269,076

その他 9,228,276 9,246,654

減価償却累計額 △8,077,796 △8,163,942

その他（純額） 1,150,479 1,082,711

有形固定資産合計 31,488,863 31,326,277

無形固定資産

のれん 27,207 22,405

その他 223,313 222,550

無形固定資産合計 250,520 244,956

投資その他の資産

投資有価証券 20,277,089 18,832,778

関係会社出資金 1,005,655 －

長期前払費用 384,073 458,583

繰延税金資産 428,776 453,745

退職給付に係る資産 2,954,415 3,191,824

その他 431,668 332,640

貸倒引当金 △55,765 △55,739

投資その他の資産合計 25,425,913 23,213,833

固定資産合計 57,165,297 54,785,067

資産合計 97,248,906 95,395,397
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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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,817,778 13,486,737

短期借入金 1,673,558 2,305,922

1年内返済予定の長期借入金 484,240 476,635

未払金 1,277,101 663,874

未払費用 1,749,670 1,830,183

未払法人税等 209,454 138,292

賞与引当金 1,514,409 745,161

役員賞与引当金 89,163 65,187

製品保証引当金 92,902 53,351

返品調整引当金 － 200,602

その他 1,269,217 1,494,642

流動負債合計 21,177,495 21,460,590

固定負債

長期借入金 5,271,422 5,001,747

繰延税金負債 6,816,161 6,320,954

役員退職慰労引当金 330,691 327,791

退職給付に係る負債 2,314,812 2,327,100

資産除去債務 115,073 117,053

その他 1,674,945 1,517,449

固定負債合計 16,523,107 15,612,096

負債合計 37,700,602 37,072,687

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 20,433,513

自己株式 △556,154 △560,130

株主資本合計 41,766,090 41,839,514

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 11,525,619

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 △74,667

退職給付に係る調整累計額 1,186,044 1,242,350

その他の包括利益累計額合計 14,138,546 12,943,723

非支配株主持分 3,643,666 3,539,471

純資産合計 59,548,303 58,322,710

負債純資産合計 97,248,906 95,395,397
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 64,902,649 63,613,104

売上原価 57,285,763 55,968,601

売上総利益 7,616,886 7,644,503

返品調整引当金繰入額 216,597 200,602

差引売上総利益 7,400,289 7,443,901

販売費及び一般管理費 6,424,979 6,566,623

営業利益 975,309 877,278

営業外収益

受取利息 13,181 17,916

受取配当金 436,976 524,804

為替差益 844,129 －

その他 374,598 92,165

営業外収益合計 1,668,885 634,885

営業外費用

支払利息 96,535 119,485

持分法による投資損失 3,592 －

為替差損 － 208,136

その他 75,404 85,740

営業外費用合計 175,533 413,363

経常利益 2,468,662 1,098,801

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 －

その他 18,352 －

特別利益合計 144,473 －

特別損失

固定資産除売却損 2,297 3,040

減損損失 8,741 8,535

関係会社清算損 228,305 －

製品保証引当金繰入額 129,051 －

その他 － 1,083

特別損失合計 368,395 12,658

税金等調整前四半期純利益 2,244,740 1,086,142

法人税、住民税及び事業税 390,602 292,901

法人税等調整額 266,501 162,977

法人税等合計 657,104 455,878

四半期純利益 1,587,636 630,263

非支配株主に帰属する四半期純利益 65,768 24,766

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,521,867 605,497
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 1,587,636 630,263

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,462,072 △987,525

為替換算調整勘定 1,429,030 △347,766

退職給付に係る調整額 128,267 61,291

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 3,939,029 △1,274,000

四半期包括利益 5,526,665 △643,736

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,203,077 △589,325

非支配株主に係る四半期包括利益 323,588 △54,410
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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３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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 45,692,562 8,034,083 4,134,255 7,041,747 64,902,649

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,939,695 741 1,041,140 1,099,650 5,081,227

計 48,632,258 8,034,825 5,175,396 8,141,397 69,983,876

セグメント利益 1,383,347 380,212 136,342 232,911 2,132,814

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 2,132,814

未実現利益の消去等 30,428

全社費用(注) △1,187,933

四半期連結損益計算書の営業利益 975,309

(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３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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 44,059,420 8,303,530 5,079,484 6,170,668 63,613,104

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,789,011 17,019 1,126,067 878,100 4,810,199

計 46,848,432 8,320,550 6,205,551 7,048,768 68,423,304

セグメント利益
又は損失（△）

1,601,726 292,710 285,547 △64,205 2,115,779

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 2,115,779

未実現利益の消去等 △1,127

全社費用(注) △1,237,373

四半期連結損益計算書の営業利益 877,278

(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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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  

 

 

 

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

 当第３四半期 前第３四半期 増減 通期予想 

売 上 高 63,613 (100.0) 64,902 (100.0) △1,289 (△2.0) 83,000 (100.0)

営 業 利 益 877 (1.4) 975 (1.5) △98 (△10.1) 900 (1.1)

経 常 利 益 1,098 (1.7) 2,468 (3.8) △1,369 (△55.5) 1,000 (1.2)
親会社株主に帰属

する当期純利益 
605 (1.0) 1,521 (2.3) △916 (△60.2) 600 (0.7)

 

（２）当第３四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 

６９０

４００

２６２

売上構成差に伴う付加価値の減 

為替変動 

売価変動 

１,０８０

２１０

１６０

計  １,３５２ 計 １,４５０

営業利益         ９８ 百万円 減益 

 為替差損益 

助成金収入の減 他 

１,０５２

２１９

計  １,３５２ 計 ２,７２１

                                               経常利益     １,３６９ 百万円 減益 

関係会社清算損の減 

法人税、法人税等調整額 他 

２２８

２２５

 

 

計  １,８０５ 計 ２,７２１

                       親会社株主に帰属する四半期純利益         ９１６ 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３四半期 前期 増減 

総 資 産 95,395 97,248 △1,853

純 資 産 58,322 59,548 △1,225

自己資本比率(％) 57.4 57.5 △0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ

 

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

 当第３四半期 前第３四半期 増減 

シ ャ シ ば ね 19,941 (31.3) 20,977 (32.3) △1,035 (△4.9) 

精 密 ば ね 15,084 (23.7) 14,941 (23.0) ＋142 (＋1.0) 

ケ ー ブ ル 16,907 (26.6) 17,075 (26.3) △167 (△1.0) 

そ の 他 11,678 (18.4) 11,908 (18.3) △229 (△1.9) 

合      計 63,613 (100.0) 64,902 (100.0) △1,289 (△2.0) 

 

（６）設備投資実績                                         (百万円) 

 当第３四半期 前第３四半期 前 期 

設 備 投 資 額     2,629     1,879 3,162 

減 価 償 却 費     2,659     2,481 3,420 

 

 - 参考 -


