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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）

(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3四半期 24,477 13.9 1,250 60.5 1,464 66.7 1,148 72.7
27年3月期第3四半期 21,486 9.8 778 29.6 878 6.2 665 13.0

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 805百万円 （△31.9％） 27年3月期第3四半期 1,183百万円 （△3.9％）

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3四半期 63.09 ―
27年3月期第3四半期 36.53 ―

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3四半期 32,066 21,517 65.9 1,160.89
27年3月期 32,115 20,893 63.9 1,127.52

（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 21,135百万円 27年3月期 20,528百万円

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 ― 10.00 10.00
28年3月期 ― 0.00 ―

28年3月期（予想） 10.00 10.00

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 ： 有

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 32,500 10.1 1,350 58.8 1,500 59.0 1,400 132.2 76.90



(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 ： 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（１）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

（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）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）

※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連結財務諸表に対する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
業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因により予想数値と

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3Q 18,220,000 株 27年3月期 18,220,000 株

② 期末自己株式数 28年3月期3Q 13,518 株 27年3月期 13,518 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 18,206,482 株 27年3月期3Q 18,206,809 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３四半期連結累計期間の売上高は244億７千７百万円と前年同四半期と比べ29億９千１百万円(13.9％増)の増収

となりました。

営業利益は12億５千万円と前年同四半期と比べ４億７千１百万円(60.5％増)の増益、経常利益は14億６千４百万円

と前年同四半期と比べ５億８千５百万円(66.7％増)の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は11億４千８百万円

と前年同四半期と比べ４億８千３百万円(72.7％増)の増益となりました。

セグメントの業績を示すと、次の通りであります。

・設備部門

設備部門は、塗装設備納入等の増加により売上高は166億５千７百万円と前年同四半期と比べ26億２千１百万

円(18.7％増)の増収、営業利益は14億１千７百万円と前年同四半期と比べ４億２千４百万円(42.8％増)の増益

となりました。

・自動車部品部門

自動車部品部門は、内装部品及び外装部品の生産・販売の増加により売上高は78億２千万円と前年同四半期

と比べ３億６千９百万円(5.0％増)の増収、営業利益は９千６百万円と前年同四半期と比べ５千２百万円(119.2

％増)の増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.0％増加し、196億３千７百万円となりました。これは、仕掛品が３億

５千６百万円増加したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.9％減少し、124億２千８百万円となりました。これは、投資その他の

資産が２億９千６百万円減少したことなどによります。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.2％減少し、320億６千６百万円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて7.3％減少し、80億６千５百万円となりました。これは、その他が６億９

千９百万円減少したことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.4％減少し、24億８千３百万円となりました。これは、役員退職慰労引

当金が３千２百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて6.0％減少し、105億４千９百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.0％増加し、215億１千７百万円となりました。これは、利益剰余金

が９億６千６百万円増加したことなどによります。

（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10月30日に公表いたしました予想に対し、売上高325億

円、営業利益13億５千万円、経常利益15億円、親会社株主に帰属する当期純利益14億円に修正しております。

　詳細につきましては、本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 税金費用の計算

当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する方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合は、法定実効税

率を使用する方法によっております。

（２）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。
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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 9,932,422 9,004,761

受取手形及び売掛金 8,409,993 9,153,316

製品 69,155 54,138

仕掛品 527,567 884,233

原材料 336,929 357,601

その他 171,733 184,747

貸倒引当金 △2,685 △1,260

流動資産合計 19,445,115 19,637,537

固定資産

有形固定資産

土地 4,880,437 4,880,446

その他（純額） 3,751,794 3,808,966

有形固定資産合計 8,632,232 8,689,412

無形固定資産 42,305 39,145

投資その他の資産

その他 4,022,041 3,725,935

貸倒引当金 △25,728 △25,691

投資その他の資産合計 3,996,313 3,700,243

固定資産合計 12,670,850 12,428,802

資産合計 32,115,966 32,066,339

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,060,377 6,392,574

未払法人税等 80,269 116,185

賞与引当金 577,009 286,625

役員賞与引当金 42,651 29,590

完成工事補償引当金 92,249 89,026

その他 1,850,475 1,151,390

流動負債合計 8,703,032 8,065,391

固定負債

役員退職慰労引当金 193,998 161,916

退職給付に係る負債 1,072,944 1,094,298

その他 1,252,451 1,227,640

固定負債合計 2,519,394 2,483,854

負債合計 11,222,427 10,549,246
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,311,000 1,311,000

資本剰余金 784,172 784,172

利益剰余金 16,755,431 17,721,925

自己株式 △7,551 △7,551

株主資本合計 18,843,052 19,809,546

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,147,045 1,041,272

為替換算調整勘定 756,760 470,207

退職給付に係る調整累計額 △218,659 △185,270

その他の包括利益累計額合計 1,685,146 1,326,210

非支配株主持分 365,340 381,335

純資産合計 20,893,539 21,517,092

負債純資産合計 32,115,966 32,066,339
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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 21,486,677 24,477,753

売上原価 18,199,404 20,594,456

売上総利益 3,287,272 3,883,297

販売費及び一般管理費 2,508,420 2,633,067

営業利益 778,851 1,250,229

営業外収益

受取利息 70,626 75,018

受取配当金 37,101 45,886

持分法による投資利益 54,140 79,358

雑収入 29,912 35,611

営業外収益合計 191,780 235,875

営業外費用

為替差損 29,046 -

固定資産除却損 62,160 20,268

雑支出 912 1,494

営業外費用合計 92,119 21,762

経常利益 878,512 1,464,342

税金等調整前四半期純利益 878,512 1,464,342

法人税等 188,102 267,156

四半期純利益 690,410 1,197,186

非支配株主に帰属する四半期純利益 25,346 48,626

親会社株主に帰属する四半期純利益 665,063 1,148,559
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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 690,410 1,197,186

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 202,329 △105,772

為替換算調整勘定 180,594 △299,439

退職給付に係る調整額 55,423 33,388

持分法適用会社に対する持分相当額 54,633 △19,745

その他の包括利益合計 492,980 △391,567

四半期包括利益 1,183,391 805,618

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,143,010 789,623

非支配株主に係る四半期包括利益 40,380 15,994
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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）

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設備部門
自動車部品

部門
計

売上高

外部顧客への売上高 14,036,560 7,450,116 21,486,677 ― 21,486,677

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 14,036,560 7,450,116 21,486,677 ― 21,486,677

セグメント利益 992,949 43,980 1,036,930 △258,078 778,851

(注)１.セグメント利益の調整額△258,078千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用(主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費)であります。

２.セグメント利益は、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。

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）

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設備部門
自動車部品

部門
計

売上高

外部顧客への売上高 16,657,699 7,820,053 24,477,753 ― 24,477,753

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 16,657,699 7,820,053 24,477,753 ― 24,477,753

セグメント利益 1,417,742 96,384 1,514,127 △263,898 1,250,229

(注)１.セグメント利益の調整額△263,898千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用（主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費)であります。

２.セグメント利益は、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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