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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９月30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 ％

29年３月期第２四半期 11,230 △4.4 2,350 3.0 1,780 △20.4 1,287 △16.9
28年３月期第２四半期 11,744 △0.1 2,282 11.3 2,238 4.9 1,548 5.8

(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 1,001百万円( △34.9％) 28年３月期第２四半期 1,538百万円( 7.5％)
　

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

29年３月期第２四半期 266.26 －

28年３月期第２四半期 320.27 －
　

　

（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 ％

29年３月期第２四半期 27,769 19,778 70.8

28年３月期 26,121 18,897 71.2
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 19,650百万円 28年３月期 18,595百万円
　

　　

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

28年３月期 － 20.00 － 25.00 45.00

29年３月期 － 25.00

29年３月期(予想) － 30.00 55.00

(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29年３月期の連結業績予想（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)

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 22,300 △4.3 4,100 △5.2 3,600 △9.6 2,550 △8.3 527.37
(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

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　　

（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３ページ「２. サマリー情報 (注記事項)に関する事項(３)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) 29年３月期２Ｑ 4,880,000株 28年３月期 4,880,000株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 44,703株 28年３月期 44,703株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 4,835,297株 28年３月期２Ｑ 4,835,324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、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
（将来に関する記述等についてのご注意）
　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの
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２四半期連結累計期間（平成28年４月１日～平成28年９月30日）における世界経済は、米国では雇用や個人

消費が堅調に推移したことに加えて、企業業況も改善傾向が続き、経済の穏やかな拡大基調が進みました。欧州で

は、国ごとに状況が異なるものの、全体では緩やかなペースで景気の回復が続きました。一方、アジア経済は、中

国では生産・消費・投資ともに伸びが縮小し、景気の減速傾向が続きました。その他のアジア諸国も伸び悩む傾向

がみられました。

　わが国経済は、雇用・所得環境が改善し、個人消費も回復の兆しがみられたものの、円高などの要因により景気

回復の動きには弱さがみられました。

　当社グループの主要顧客であります自動車業界におきましては、ライトビークル市場（乗用車・小型商用車）で、

米国、欧州、中国が好調に推移し、当社グループの販売数量も堅調に推移しました。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、販売数量が増加したものの、円高影響等により11,230百

万円（前年同期比4.4％減）となりました。営業利益は販売数量増加に伴う操業度上昇とコスト低減活動により

2,350百万円（前年同期比3.0％増）となりましたが、経常利益は為替差損等の影響により1,780百万円（前年同期比

20.4％減）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,287百万円（前年同期比16.9％減）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27,769百万円で、前連結会計年度末に比べ1,647百万円増加しまし

た。これは主に、現金及び預金の増加(863百万円)、有価証券の増加(400百万円)等によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における負債は7,990百万円となり、前連結会計年度末に比べ766百万円増加しまし

た。これは主に、長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)の増加(1,222百万円)、支払手形及び買掛金の減少

(235百万円)、未払法人税等の減少(157百万円)等によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は19,778百万円で、前連結会計年度末に比べ881百万円増加しまし

た。これは主に、利益剰余金の増加(1,166百万円)によるものであります。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末71.2％から70.8％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29年３月期通期の業績予想につきましては、平成28年10月27日に公表いたしました業績予想から変更してお

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。

（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

(会計方針の変更)

(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の適用)

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１四半期連結会計期間から適用し、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。これによる損益に与える影響額は

軽微であります。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「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：千円)

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 4,434,406 5,298,386

受取手形及び売掛金 4,420,521 4,585,836

有価証券 300,000 700,000

製品 2,211,313 2,131,145

仕掛品 1,404,402 1,625,948

原材料及び貯蔵品 1,580,372 1,470,659

その他 1,467,579 1,401,379

流動資産合計 15,818,595 17,213,355

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,197,698 2,183,357

機械装置及び運搬具（純額） 1,804,463 2,758,350

土地 1,484,243 1,484,243

建設仮勘定 2,811,831 2,172,486

その他（純額） 340,963 369,817

有形固定資産合計 8,639,201 8,968,255

無形固定資産 277,040 351,099

投資その他の資産 1,386,615 1,236,352

固定資産合計 10,302,857 10,555,706

資産合計 26,121,452 27,769,062

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 931,921 696,241

短期借入金 1,000,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 1,055,510 742,040

未払法人税等 845,495 687,934

賞与引当金 326,600 340,250

その他 1,239,973 1,268,055

流動負債合計 5,399,501 4,634,521

固定負債

長期借入金 1,625,769 3,161,318

退職給付に係る負債 946 812

その他 197,946 194,084

固定負債合計 1,824,662 3,356,215

負債合計 7,224,163 7,990,736

純資産の部

株主資本

資本金 787,100 787,100

資本剰余金 1,216,649 1,216,649

利益剰余金 16,356,102 17,522,663

自己株式 △83,047 △83,047

株主資本合計 18,276,805 19,443,365

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 167,936 156,128

為替換算調整勘定 206,669 107,217

退職給付に係る調整累計額 △56,204 △56,404

その他の包括利益累計額合計 318,401 206,942

非支配株主持分 302,083 128,018

純資産合計 18,897,289 19,778,325

負債純資産合計 26,121,452 27,769,062
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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 11,744,070 11,230,953

売上原価 7,935,556 7,284,574

売上総利益 3,808,514 3,946,378

販売費及び一般管理費 1,525,868 1,596,182

営業利益 2,282,646 2,350,196

営業外収益

受取利息 3,353 5,327

受取配当金 9,366 6,037

助成金収入 5,919 44,931

その他 15,096 23,017

営業外収益合計 33,735 79,314

営業外費用

支払利息 11,814 3,686

為替差損 28,250 588,075

持分法による投資損失 36,948 52,494

その他 557 4,269

営業外費用合計 77,570 648,526

経常利益 2,238,810 1,780,984

特別利益

投資有価証券売却益 － 14,350

補助金収入 55,294 －

特別利益合計 55,294 14,350

特別損失

固定資産除却損 176 4,769

特別損失合計 176 4,769

税金等調整前四半期純利益 2,293,928 1,790,564

法人税、住民税及び事業税 721,344 639,792

法人税等調整額 52,315 5,380

法人税等合計 773,659 645,173

四半期純利益 1,520,268 1,145,391

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △28,351 △142,051

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,548,620 1,287,443
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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)

四半期純利益 1,520,268 1,145,391

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 15,910 △11,807

為替換算調整勘定 2,535 △85,289

退職給付に係る調整額 △7,743 △199

持分法適用会社に対する持分相当額 7,871 △46,175

その他の包括利益合計 18,573 △143,472

四半期包括利益 1,538,842 1,001,918

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,566,286 1,175,983

非支配株主に係る四半期包括利益 △27,444 △174,064
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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 2,293,928 1,790,564

減価償却費 494,637 550,304

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,984 13,650

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △17,159 △13,092

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 211 －

受取利息及び受取配当金 △12,719 △11,365

支払利息 11,814 3,686

為替差損益（△は益） 15,708 395,083

補助金収入 △55,294 －

持分法による投資損益（△は益） 36,948 53,205

売上債権の増減額（△は増加） △140,741 △127,390

たな卸資産の増減額（△は増加） 265,857 △41,137

未払又は未収消費税等の増減額 254,429 △60,334

仕入債務の増減額（△は減少） △53,116 △222,767

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △57,301 40,125

投資有価証券売却損益（△は益） － △14,350

その他 △13,645 △22,264

小計 3,025,541 2,333,916

利息及び配当金の受取額 11,569 11,686

利息の支払額 △12,409 △4,081

法人税等の支払額 △1,021,854 △811,358

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,002,847 1,530,162

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 △558,616 △987,216

無形固定資産の取得による支出 △135,042 △78,878

長期前払費用の取得による支出 △591 △8,319

投資有価証券の取得による支出 △1,434 △1,513

投資有価証券の売却による収入 － 23,350

貸付けによる支出 △1,500 －

貸付金の回収による収入 2,500 2,262

補助金の受取額 55,294 －

その他 454 △162

投資活動によるキャッシュ・フロー △638,936 △1,050,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 400,000 500,000

短期借入金の返済による支出 △700,000 △600,000

長期借入れによる収入 － 2,100,000

長期借入金の返済による支出 △1,127,416 △875,970

非支配株主からの払込みによる収入 23,507 －

配当金の支払額 △120,933 △120,603

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,524,842 1,003,426

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,899 △219,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,831 1,263,980

現金及び現金同等物の期首残高 5,036,273 4,734,406

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,871,441 5,998,386
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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。
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