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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６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 ％

30年３月期第１四半期 55,136 △0.4 4,193 16.5 4,261 26.3 2,619 19.7

29年３月期第１四半期 55,338 △5.0 3,598 △19.7 3,373 △25.7 2,188 △25.8
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 1,588百万円( －％) 29年３月期第１四半期 △1,085百万円( －％)
　

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

30年３月期第１四半期 68.32 68.03

29年３月期第１四半期 57.48 57.20
　

　

（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 ％

30年３月期第１四半期 135,156 60,673 40.2

29年３月期 136,655 61,041 39.2
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 54,314百万円 29年３月期 53,603百万円
　　

　

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

29年３月期 － 15.00 － 17.00 32.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) 17.00 － 17.00 34.00
(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30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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 223,000 0.2 13,500 △15.0 13,200 △15.7 7,400 △17.9 193.91
(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 ： 無

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
　

　

（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) 30年３月期１Ｑ 39,511,728株 29年３月期 39,511,728株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 1,129,386株 29年３月期 1,189,386株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 38,345,748株 29年３月期１Ｑ 38,083,343株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に掲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。
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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１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では労働市場がやや成長鈍化したものの、個人消費は堅調

に推移し、景気は弱いながらも回復基調を維持しました。中国においては投資や消費が増えたことから堅調に推移

しました。また、欧州では各国選挙での政治リスクの懸念があったものの、堅調な景気回復傾向を維持しました。

我が国経済においては雇用・所得情勢や個人消費、生産活動も緩やかな回復基調にあり、全体として今後の先行

きも緩やかな回復が続くものと考えられます。

当社グループの関連する自動車業界では、米国市場ではSUVと小型トラックが好調な販売を継続しておりますが、

乗用車の販売減の影響で全体として低迷しております。中国市場ではSUVと商用車の販売好調が牽引し、全体でも販

売増加しております。欧州市場では各国で異なるものの、堅調さを維持しております。国内市場では各メーカーの

新車の販売が好調でした。

このような経営環境の中で、当社グループではグローバルな自動車内装部品メーカーとしての地位を確立すべく、

品質の確保、生産性向上と原価低減活動の推進、製品開発力・技術力の強化を図り、海外を含む事業展開を積極的

に進めております。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は日本並びにアジア地区においては増収となりましたが、

円高による為替影響も受けて551億36百万円と前年同四半期に比べ２億２百万円の減収（△0.4％）となりました。

一方、営業利益は生産性の向上による労務費削減、原価低減活動による材料費削減と経費削減により41億93百万円

と前年同四半期に比べ５億95百万円の増益（+16.5％）、経常利益は42億61百万円と前年同四半期に比べ８億87百万

円の増益（+26.3％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は26億19百万円と前年同四半期比４億30百万円の増益

（+19.7％）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）

当社受注車種の増産及び新車立上げ効果により、売上高は158億86百万円と前年同四半期比14億39百万円の増収

（+10.0％）となり、セグメント利益は２億21百万円（前年同四半期は４億49百万円のセグメント損失）となりま

した。

（北米）

当社受注車種の減産や為替の影響を受け、売上高は257億32百万円と前年同四半期比24億56百万円の減収（△

8.7％）となり、セグメント利益は14億68百万円と前年同四半期比５億39百万円の減益（△26.9％）となりまし

た。

（欧州）

当社受注車種の増産や新車の立上げ効果により、現地通貨ベースでは増収となりましたが、為替影響で売上高

は40億10百万円と前年同四半期比２億83百万円の減収（△6.6％）となりました。セグメント利益は、合理化活動

の効果により５億69百万円と前年同四半期比１億78百万円の増益（+45.8％）となりました。

（アジア）

中国での当社受注車種の増産や新車の立上げ効果により、売上高は95億６百万円と前年同四半期比10億98百万

円の増収（+13.1％）となり、セグメント利益は16億76百万円と前年同四半期比１億35百万円の増益（+8.8％）と

なりました。
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（２）財政状態に関する説明

資産、負債、純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における状況は以下のとおりであります。

（資産）

総資産は1,351億56百万円と前連結会計年度末に比べ、14億99百万円の減少（△1.1％）となりました。主

な減少は、現金及び預金26億70百万円、有形固定資産５億31百万円、原材料及び貯蔵品３億33百万円であり

ます。一方、主な増加は仕掛品11億１百万円、受取手形及び売掛金９億70百万円であります。

（負債）

負債は744億82百万円と前連結会計年度末に比べ、11億31百万円の減少（△1.5％）となりました。主な減

少は短期借入金及び長期借入金26億28百万円であります。一方、主な増加は支払手形及び買掛金10億48百万

円であります。

（純資産）

純資産は606億73百万円と前連結会計年度末に比べ、３億67百万円の減少（△0.6％）となりました。主な

減少は為替換算調整勘定13億28百万円及び非支配株主持分10億65百万円であります。一方、主な増加は利益

剰余金19億68百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の通期（平成29年４月１日～平成30年３月31日）の連結業績予想につきましては、平成29年５

月９日に公表いたしました予想値に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,928 13,257

受取手形及び売掛金 28,403 29,373

製品 830 710

仕掛品 7,896 8,998

原材料及び貯蔵品 5,098 4,765

その他 6,839 7,129

貸倒引当金 △89 △86

流動資産合計 64,906 64,148

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 41,098 43,675

減価償却累計額 △20,488 △20,455

減損損失累計額 △595 △596

建物及び構築物（純額） 20,014 22,623

機械装置及び運搬具 63,840 63,353

減価償却累計額 △44,358 △44,310

減損損失累計額 △596 △583

機械装置及び運搬具（純額） 18,885 18,459

工具、器具及び備品 28,844 28,561

減価償却累計額 △22,423 △22,728

減損損失累計額 △53 △52

工具、器具及び備品（純額） 6,366 5,780

土地 7,177 7,106

建設仮勘定 7,596 5,539

有形固定資産合計 60,040 59,509

無形固定資産

のれん 834 780

その他 879 841

無形固定資産合計 1,714 1,621

投資その他の資産

投資有価証券 8,013 7,959

その他 1,987 1,924

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 9,993 9,876

固定資産合計 71,749 71,007

資産合計 136,655 135,156
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,469 26,517

短期借入金 8,732 7,903

未払法人税等 1,164 821

賞与引当金 1,995 1,456

その他 14,738 16,790

流動負債合計 52,100 53,489

固定負債

長期借入金 15,268 13,468

退職給付に係る負債 2,539 2,360

その他 5,705 5,163

固定負債合計 23,513 20,993

負債合計 75,613 74,482

純資産の部

株主資本

資本金 5,821 5,821

資本剰余金 5,477 5,511

利益剰余金 42,428 44,397

自己株式 △502 △476

株主資本合計 53,225 55,252

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,669 2,620

為替換算調整勘定 △1,829 △3,158

退職給付に係る調整累計額 △462 △400

その他の包括利益累計額合計 378 △938

新株予約権 85 71

非支配株主持分 7,352 6,287

純資産合計 61,041 60,673

負債純資産合計 136,655 135,156
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 55,338 55,136

売上原価 47,657 46,439

売上総利益 7,681 8,696

販売費及び一般管理費 4,082 4,503

営業利益 3,598 4,193

営業外収益

受取利息 43 53

受取配当金 74 116

持分法による投資利益 43 70

その他 44 46

営業外収益合計 206 287

営業外費用

支払利息 110 76

為替差損 317 139

その他 3 2

営業外費用合計 430 219

経常利益 3,373 4,261

特別利益

固定資産売却益 6 13

補助金収入 － 180

特別利益合計 6 193

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 3 14

減損損失 26 －

固定資産圧縮損 － 180

その他 － 0

特別損失合計 30 195

税金等調整前四半期純利益 3,350 4,259

法人税、住民税及び事業税 956 1,428

法人税等調整額 △219 △252

法人税等合計 736 1,175

四半期純利益 2,613 3,084

非支配株主に帰属する四半期純利益 424 464

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,188 2,619
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 2,613 3,084

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △398 △49

為替換算調整勘定 △3,270 △1,458

退職給付に係る調整額 81 61

持分法適用会社に対する持分相当額 △111 △49

その他の包括利益合計 △3,699 △1,495

四半期包括利益 △1,085 1,588

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,125 1,303

非支配株主に係る四半期包括利益 40 285
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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。
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（セグメント情報等）

Ｉ 前第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６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
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 北米 欧州 アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 14,447 28,188 4,293 8,408 55,338 － 55,338

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,296 2 － 115 2,413 △2,413 －

計 16,743 28,190 4,293 8,523 57,751 △2,413 55,338

セグメント利益又は損
失（△）

△449 2,008 390 1,540 3,488 109 3,598

(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額109百万円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）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。

２．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６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
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 北米 欧州 アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 15,886 25,732 4,010 9,506 55,136 － 55,136

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,423 3 － 122 1,549 △1,549 －

計 17,310 25,735 4,010 9,629 56,685 △1,549 55,136

セグメント利益 221 1,468 569 1,676 3,935 258 4,193

(注) １．セグメント利益の調整額258百万円は、セグメント間取引消去であります。

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。

２．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

該当事項はありません。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（報告セグメントの区分方法の変更）

当第１四半期連結会計期間より、当社グループ内の業績管理区分の一部見直しに伴い、「アジア」に含めてい

た KASAI INDIA (CHENNAI) PRIVATE LTD.（インド）を「欧州」に変更しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載

しております。
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