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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世界経済は、米国では雇用環境の改善により個人消費が堅調に推移しており

ます。欧州では、英国のＥＵ離脱問題や地政学的リスクの影響等から不透明な状況にあります。中国では不動産価

格や過剰債務問題を含む金融市場の動向等から緩やかに減速し、その他新興国では景気減速等、経済成長の低下が

顕著となりました。 

日本経済においては、各種政策により雇用情勢は改善しておりますが、新興国経済の減速や為替の円高基調によ

り、足踏み状態が続いております。 

一方、自動車業界においては、北米では自動車販売が堅調に推移しておりますが、中国を含むアジア地域では販

売の拡大が減速しております。日本においては、軽小型車の販売不振もあり国内生産は減少しております。 

こうした環境下、当社グループでは、平成26年4月より開始した第12次中期計画の「圧倒的競争力を持つシャー

シシステムメーカーになる」との方針のもと、グローバルベースで販売拡大を進めております。 

当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、国内市場での主要得意先の生産回復及び中国市場における

得意先の好調な販売を主因とし、売上高は90,801百万円（前年同期比3.4%減）、営業利益3,033百万円（前年同期

比43.4%増）、経常利益2,230百万円（前年同期比6.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益687百万円（前年

同期比63.6%増）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。 

（日本） 

当社の主要得意先の生産台数の回復、輸出台数の増加により、売上高は11,948百万円（前年同期比17.0%増）、

営業利益は282百万円（前年同期は営業損失575百万円）となりました。 

（北米） 

北米市場は自動車販売が堅調に推移しましたが、円高による為替影響もあり、売上高は54,112百万円（前年同期

比12.8%減）、営業利益は1,304百万円（前年同期比37.9%減）となりました。 

（アジア） 

中国市場では主要得意先の販売が好調に推移し、また新規得意先の販売が増加したため、売上高は24,740百万円

（前年同期比14.1%増）、営業利益は1,518百万円（前年同期比306.2%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、受取手形及び売掛金、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、

建設仮勘定の減少等により、前連結会計年度末に比べ10,967百万円減少し、127,013百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に

比べ3,139百万円減少し、87,772百万円となりました。

純資産は、為替換算調整勘定、非支配株主持分の減少等により、前連結会計年度末に比べ7,827百万円減少し、

39,240百万円となりました。
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（３）連結業績予想と実績の差異並びに業績予想の修正に関する説明

当社は、最近の業績動向を踏まえ、平成28年５月９日に公表した連結業績予想を下記のとおり修正いたしました

のでお知らせいたします。

 

①業績予想と実績の差異

平成29年３月期 第２四半期連結累計期間の業績予想と実績の差異（平成28年４月１日～平成28年９月30日）

    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

1株当たり

四半期純利益

  前回発表予想（A）
百万円 

91,000 

百万円 

2,500 

百万円 

2,400 

百万円 

800 

円 銭 

52.10

  実績（B） 90,801 3,033 2,230 687 44.77

  増減額（B-A） △198 533 △169 △112  

  増減率（％） △0.2％ 21.3％ △7.1％ △14.1％  

 
（ご参考）前期第2四半期実績

（平成28年３月期第2四半期）
93,983 2,115 2,102 420 27.37

 

差異の理由

平成29年３月期の第２四半期連結累計期間の業績は、主要得意先の生産数増加により好調を維持しております

が、売上高は円高影響により減収となっております。また、営業利益は同理由を背景に増益となっておりますが、

経常利益以下は円高影響による為替差損の発生を主要因として減益となっております。

 

②業績予想の修正

平成29年３月期 通期連結業績予想の修正（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

    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

  前回発表予想（A）
百万円

192,000

百万円

6,500

百万円

6,200

百万円

2,800

円 銭

182.34

  今回発表予想（B） 183,000 6,500 5,450 2,350 153.03

  増減額（B-A） △9,000 0 △750 △450  

  増減率（％） △4.7％ 0.0％ △12.1％ △16.1％  

 
（ご参考）前期実績

（平成28年３月期）
196,343 6,821 6,182 2,704 176.14

 

修正の理由

平成29年３月期の通期連結業績予想は、主要得意先の生産数増加と円高影響を織り込み上記のとおり修正してお

ります。前回発表予想に比べて、売上高は減収、営業利益は同額となっておりますが、為替影響を除く実質では、

売上高は増収、営業利益は増益となる見通しです。経常利益以下は円高による為替差損の発生を主要因として減益

となる見通しです。

為替レートにつきましては期中平均で１米ドル100.18円を前提としております。

 

※上記の業績予想は、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、今後

の様々な要因によるリスクや不確実性を含んでいるため、予想と実績は異なる結果となる可能性があります。
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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 

一部の連結子会社における四半期連結財務諸表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（損失）

に該当見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（２）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準摘要指針第26号 平成28年３月28日）を第１

  四半期連結会計期間から適用しております。
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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：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 6,831 6,876 

受取手形及び売掛金 28,930 24,576 

商品及び製品 4,779 5,960 

仕掛品 3,942 3,947 

原材料及び貯蔵品 8,069 7,389 

その他 4,855 3,946 

流動資産合計 57,409 52,697 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 19,648 17,433 

機械装置及び運搬具（純額） 29,985 27,146 

建設仮勘定 13,423 12,151 

その他（純額） 10,352 10,762 

有形固定資産合計 73,410 67,494 

無形固定資産 671 605 

投資その他の資産    

投資有価証券 4,880 4,850 

その他 1,608 1,382 

貸倒引当金 － △17 

投資その他の資産合計 6,489 6,215 

固定資産合計 80,570 74,315 

資産合計 137,980 127,013 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 18,690 16,219 

短期借入金 22,589 21,546 

1年内返済予定の長期借入金 11,576 9,646 

未払法人税等 499 253 

役員賞与引当金 99 61 

その他 9,036 9,022 

流動負債合計 62,492 56,749 

固定負債    

社債 4,000 4,000 

長期借入金 18,597 21,604 

役員退職慰労引当金 233 230 

退職給付に係る負債 954 940 

負ののれん 72 69 

その他 4,561 4,176 

固定負債合計 28,419 31,022 

負債合計 90,911 87,772 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 4,790 4,790 

資本剰余金 5,419 5,330 

利益剰余金 17,512 18,231 

自己株式 △18 △18 

株主資本合計 27,703 28,333 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 618 542 

為替換算調整勘定 1,533 △3,011 

退職給付に係る調整累計額 △549 △516 

その他の包括利益累計額合計 1,602 △2,986 

非支配株主持分 17,762 13,894 

純資産合計 47,068 39,240 

負債純資産合計 137,980 127,013 
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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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

売上高 93,983 90,801 

売上原価 84,178 80,008 

売上総利益 9,804 10,792 

販売費及び一般管理費 7,688 7,759 

営業利益 2,115 3,033 

営業外収益    

受取利息 20 28 

受取配当金 31 37 

持分法による投資利益 214 214 

為替差益 37 － 

その他 127 72 

営業外収益合計 431 352 

営業外費用    

支払利息 416 438 

為替差損 － 690 

その他 28 26 

営業外費用合計 445 1,155 

経常利益 2,102 2,230 

特別利益    

固定資産売却益 149 12 

投資有価証券売却益 － 2 

特別利益合計 149 15 

特別損失    

固定資産売却損 0 1 

固定資産除却損 56 14 

減損損失 － 36 

特別損失合計 56 52 

税金等調整前四半期純利益 2,195 2,193 

法人税、住民税及び事業税 977 837 

法人税等調整額 △86 117 

法人税等合計 891 955 

四半期純利益 1,303 1,237 

（内訳）    

親会社株主に帰属する四半期純利益 420 687 

非支配株主に帰属する四半期純利益 883 550 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △108 △49 

為替換算調整勘定 △691 △6,406 

退職給付に係る調整額 △47 35 

持分法適用会社に対する持分相当額 △102 △291 

その他の包括利益合計 △949 △6,711 

四半期包括利益 354 △5,474 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △206 △3,901 

非支配株主に係る四半期包括利益 560 △1,572 
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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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28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 2,195 2,193 

減価償却費 5,016 5,048 

減損損失 － 36 

のれん償却額 △2 △2 

投資有価証券売却損益（△は益） － △2 

退職給付に係る資産・負債の増減額 △56 28 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 △2 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26 △37 

受取利息及び受取配当金 △51 △65 

支払利息 416 438 

為替差損益（△は益） △70 800 

持分法による投資損益（△は益） △214 △214 

有形固定資産売却損益（△は益） △149 △11 

有形固定資産除却損 56 14 

売上債権の増減額（△は増加） △1,758 1,434 

たな卸資産の増減額（△は増加） 225 △2,269 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,350 △829 

未払費用の増減額（△は減少） △26 169 

その他 1,081 △3 

小計 8,997 6,725 

利息及び配当金の受取額 86 89 

利息の支払額 △416 △432 

法人税等の支払額 △1,908 △931 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,759 5,450 

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 △8,936 △6,180 

有形固定資産の売却による収入 187 72 

無形固定資産の取得による支出 △73 △112 

投資有価証券の取得による支出 △15 △142 

投資有価証券の売却による収入 － 3 

その他 7 △8 

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,830 △6,368 

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） △1,385 251 

長期借入れによる収入 7,530 9,139 

長期借入金の返済による支出 △5,467 △6,130 

自己株式の取得による支出 △0 － 

非支配株主からの払込みによる収入 1,651 － 

配当金の支払額 △153 △153 

セール・アンド・割賦バックによる収入 833 － 

割賦債務の返済による支出 △94 △228 

非支配株主への配当金の支払額 △597 △1,253 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △409 △482 

セール・アンド・リースバックによる収入 94 1,086 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 

による支出 
－ △403 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,003 1,826 

現金及び現金同等物に係る換算差額 105 △753 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 37 154 

現金及び現金同等物の期首残高 8,983 6,831 

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少） 
－ △110 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,021 6,876 
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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 
合計 

  日本 北米 アジア 

売上高        

外部顧客への売上高 10,216 62,082 21,684 93,983 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
6,053 789 914 7,757 

計 16,269 62,872 22,598 101,740 

セグメント利益又は損

失（△） 
△575 2,100 373 1,899 

 

２．報告セグメントの利益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 1,899

セグメント間取引消去 216

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 2,115

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

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28年４月１日 至 平成28年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

      (単位：百万円) 

  報告セグメント 
合計 

  日本 北米 アジア 

売上高        

外部顧客への売上高 11,948 54,112 24,740 90,801 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
7,070 847 1,275 9,194 

計 19,019 54,959 26,016 99,995 

セグメント利益 282 1,304 1,518 3,105 

 

２．報告セグメントの利益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 3,105

セグメント間取引消去 △71

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 3,033

 

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

（単位：百万円） 

  日本 北米 アジア 全社・消去 合計

減損損失 36 － － － 36
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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