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1. 平成29年3月期第2四半期の業績（平成28年4月1日～平成28年9月30日）

(2) 財政状態

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期第2四半期 2,335 △4.0 37 ― 55 ― 137 △11.1
28年3月期第2四半期 2,432 △1.6 △2 ― 1 ― 154 △35.2

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

29年3月期第2四半期 10.47 ―
28年3月期第2四半期 11.77 ―

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

29年3月期第2四半期 9,330 3,246 34.8 247.11
28年3月期 9,697 3,277 33.8 249.46
（参考）自己資本 29年3月期第2四半期 3,246百万円 28年3月期 3,277百万円

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

28年3月期 ― ― ― 4.00 4.00
29年3月期 ― ―
29年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成29年 3月期の業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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 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 4,800 △4.5 40 △52.7 70 △36.6 140 △38.0 10.65



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

※ 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） 29年3月期2Q 13,164,800 株 28年3月期 13,164,800 株
② 期末自己株式数 29年3月期2Q 27,336 株 28年3月期 26,955 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期2Q 13,137,521 株 28年3月期2Q 13,137,710 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きの対象外であり、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
の実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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信(添付資料)２ページ「(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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２四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の減速や円高の進行による生産・輸出の伸び悩みや個

人消費の低迷などにより景気の足踏み状態が続きました。

当社の売上高に大きな影響を与える乗用車の国内生産台数は、前年同月比７月が2.6％減、同８月が9.6％増、同

９月が2.7％増となりました。

このような経済環境の中で当第２四半期累計期間の売上高は2,335百万円(前年同期比4.0％減)となりました。自

社製品部門の受注減が主な要因です。

損益面につきましては、売上高が期初計画を下回ったものの、適正人員体制の構築及び主要経費の予算管理の徹

底によるコスト削減に努めた結果、営業利益は37百万円(前年同期は営業損失２百万円)となりました。

営業外収益は受取配当金29百万円、受取賃貸料22百万円等により61百万円、営業外費用は支払利息32百万円、そ

の他のうち貸店舗収入に係る費用５百万円等により43百万円を計上し、経常利益は55百万円(前年同期は経常利益

１百万円)となりました。また、特別利益は投資有価証券売却益106百万円を計上し、特別損失は金型等の固定資産

除却損７百万円を計上しました。その結果、四半期純利益は137百万円(前年同期比11.1％減)となりました。

セグメント別の業績については、次のとおりであります。

①自動車用部品

当セグメントの売上高は、2,126百万円(前年同期比1.2％増)となりました。セグメント利益(経常利益)は105百

万円(前年同期はセグメント利益４百万円)となりました。

②自社製品

当セグメントの売上高は、189百万円(前年同期比34.9％減)となりました。電子機器製品は48百万円増加し、照

明機器製品は149百万円減少しました。セグメント損失(経常損失)は61百万円(前年同期はセグメント損失22百万

円)となりました。

③賃貸不動産

当セグメント利益(経常利益)は14百万円(前年同期比1.1％増)となりました。なお、収益及び費用は営業外に計

上しております。

④その他

駐輪設備の売上高は18百万円(前年同期比52.2％減)となりました。公共施設等大型案件の受注減が主な要因で

す。セグメント損失(経常損失)は２百万円(前年同期はセグメント利益４百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期会計期間末における総資産は、前期末比367百万円減少し、9,330百万円となりました。

項目別では、流動資産は38百万円減少し、3,209百万円となりました。主な要因は現金及び預金が20百万円、棚卸

資産が10百万円、その他のうち未収入金が31百万円増加し、受取手形及び売掛金が63百万円、電子記録債権が33百

万円減少したことです。固定資産は329百万円減少し、6,121百万円となりました。主な要因は建物が46百万円、機

械及び装置が50百万円、リース資産が60百万円、投資有価証券が170百万円減少したことです。

流動負債は249百万円減少し、3,101百万円となりました。主な要因はその他のうち未払消費税等が40百万円増加

し、短期借入金が188百万円、未払金が88百万円、賞与引当金が15百万円減少したことです。固定負債は86百万円減

少し、2,982百万円となりました。主な要因は長期借入金が15百万円増加し、その他のうちリース債務が45百万円及

び繰延税金負債が50百万円減少したことです。その結果、負債全体では336百万円減少し、6,084百万円となりまし

た。

純資産は30百万円減少し、3,246百万円となりました。主な要因は利益剰余金が85百万円増加し、その他有価証券

評価差額金が115百万円減少したことです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の業績予想につきましては、平成28年11月４日公表いたしました業績予想の修正に変更はござい

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）四半期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。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（３）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期会計期間から適用しております。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,243,513 1,263,915

受取手形及び売掛金 1,118,381 1,055,238

電子記録債権 221,214 187,631

製品 220,140 222,644

仕掛品 32,632 30,853

原材料及び貯蔵品 297,824 307,530

その他 113,830 147,271

貸倒引当金 △350 △6,040

流動資産合計 3,247,187 3,209,045

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,683,433 1,637,077

構築物（純額） 57,103 69,298

機械及び装置（純額） 544,676 493,947

車両運搬具（純額） 4,617 4,073

工具、器具及び備品（純額） 95,553 82,689

土地 1,657,869 1,657,869

リース資産（純額） 672,465 611,585

建設仮勘定 － 229

有形固定資産合計 4,715,719 4,556,769

無形固定資産

ソフトウエア 2,548 2,588

リース資産 1,612 967

無形固定資産合計 4,161 3,556

投資その他の資産

投資有価証券 1,619,996 1,449,730

その他 116,290 117,009

貸倒引当金 △5,530 △5,450

投資その他の資産合計 1,730,757 1,561,290

固定資産合計 6,450,639 6,121,616

資産合計 9,697,826 9,330,661
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 282,469 273,948

短期借入金 2,097,298 1,908,948

未払金 728,194 640,068

未払法人税等 29,710 20,968

賞与引当金 45,000 30,000

環境対策引当金 1,031 －

その他 167,161 227,343

流動負債合計 3,350,865 3,101,277

固定負債

長期借入金 1,572,780 1,588,525

退職給付引当金 85,693 81,409

環境対策引当金 3,453 3,349

資産除去債務 52,144 52,190

その他 1,355,565 1,257,386

固定負債合計 3,069,637 2,982,861

負債合計 6,420,502 6,084,139

純資産の部

株主資本

資本金 658,240 658,240

資本剰余金 211,245 211,245

利益剰余金 561,038 646,054

自己株式 △5,393 △5,401

株主資本合計 1,425,130 1,510,138

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 878,609 762,799

土地再評価差額金 973,583 973,583

評価・換算差額等合計 1,852,192 1,736,383

純資産合計 3,277,323 3,246,521

負債純資産合計 9,697,826 9,330,661
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(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 2,432,041 2,335,207

売上原価 2,209,952 2,034,963

売上総利益 222,088 300,244

販売費及び一般管理費 224,421 262,332

営業利益又は営業損失（△） △2,332 37,912

営業外収益

受取利息 237 160

受取配当金 19,135 29,524

受取賃貸料 22,132 22,324

その他 6,168 9,860

営業外収益合計 47,674 61,870

営業外費用

支払利息 34,831 32,006

その他 9,012 11,858

営業外費用合計 43,843 43,864

経常利益 1,498 55,918

特別利益

投資有価証券売却益 200,332 106,200

特別利益合計 200,332 106,200

特別損失

固定資産除却損 29,098 7,178

特別損失合計 29,098 7,178

税引前四半期純利益 172,731 154,940

法人税、住民税及び事業税 17,949 17,389

法人税等調整額 106 △14

法人税等合計 18,055 17,374

四半期純利益 154,675 137,566
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 172,731 154,940

減価償却費 202,664 186,460

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,508 △4,283

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,460 5,610

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 △15,000

環境対策引当金の増減額（△は減少） - △1,135

受取利息及び受取配当金 △19,373 △29,685

支払利息 34,831 32,006

投資有価証券売却損益（△は益） △200,332 △106,200

有形固定資産除売却損益（△は益） 29,098 7,178

売上債権の増減額（△は増加） 194,928 96,809

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,188 △10,409

仕入債務の増減額（△は減少） △151,851 △94,264

未払消費税等の増減額（△は減少） △90,872 42,865

その他 △49,247 △11,440

小計 102,798 253,450

利息及び配当金の受取額 19,368 29,693

利息の支払額 △34,727 △31,617

法人税等の支払額 △8,057 △29,600

営業活動によるキャッシュ・フロー 79,381 221,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,000 △3,000

投資有価証券の取得による支出 △10,969 △13,165

投資有価証券の売却による収入 226,567 123,000

有形固定資産の取得による支出 △519,141 △34,608

無形固定資産の取得による支出 △2,342 △707

資産除去債務の履行による支出 △2,213 -

貸付けによる支出 △2,490 △7,340

貸付金の回収による収入 2,338 4,153

投資活動によるキャッシュ・フロー △311,250 68,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） - △100,000

長期借入れによる収入 351,320 401,212

長期借入金の返済による支出 △460,153 △473,818

リース債務の返済による支出 △40,453 △45,284

自己株式の取得による支出 △58 △7

配当金の支払額 △38,962 △51,959

財務活動によるキャッシュ・フロー △188,307 △269,857

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △420,176 20,402

現金及び現金同等物の期首残高 1,611,973 1,243,513

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,191,797 1,263,915
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（４）四半期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。
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