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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わが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に消費マインドは持

続的に拡大し個人消費も堅調に推移しました。しかしながら国内では人手不足の深刻化、海外では先進国を中心と

した保護主義的な志向、米国・欧州の対外政策の影響、また北朝鮮等の地政学的リスクの高まりなどが国内景気に

及ぼす影響から、その先行きは引き続き不透明な状況にあります。 

 当社の属するカーアフターマーケットにおきましては、ASEAN市場における日本車販売の復調の兆しや前述の景

気動向を背景に新車販売台数の持続的な増加傾向に呼応するように消費は底堅く推移し、また力強さが見られた一

方で、横ばいの消費者物価が示すように低価格志向は今もなお強く、依然として予断を許さない経営環境が続いて

おります。 

 このような情勢のもと、当社グループにおきましては、主力製品の「FLEX A」および「FLEX Z」に加え、新製品

「STREET ADVANCE Z」および「STREET BASIS Z」の生産が本格化したことに伴い、これまで以上にグループ一丸と

なってこれらの販売強化に努めてまいりました。また国内を中心に海外の各地においても地域特性に適した各種多

様な販売キャンペーンも継続的におこなってまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,167百万円（前年同期比5.3％増）となりました。 

 また、損益の面においては営業利益が225百万円（前年同期比17.6％増）、為替動向の影響などもあって経常利

益が251百万円（前年同期比122.9％増）、また親会社株主に帰属する四半期純利益については172百万円（前年同

期比142.9％増）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

①財政状態の分析

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ109百万円増加し、5,699百万円となりまし

た。これは主として商品及び製品の増加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合計は、前連結会計年度末に比べ40百万円減少し、2,617百万円とな

りました。これは主として長期借入金の減少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合計は、前連結会計年度末に比べ150百万円増加し、3,081百万円と

なりました。これは主として利益剰余金の増加によるものであります。 

②キャッシュフローの状況

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

26百万円増加し、721百万円となりました。

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は

224百万円（前第２四半期連結累計期間147百万円の取得）となりました。これは主として税金等調整前四半期純利

益251百万円、減価償却費84百万円、法人税等の支払額95百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果支出した資金は

99百万円（前第２四半期連結累計期間125百万円の支出）となりました。これは主として有形固定資産の取得によ

る支出105百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果支出した資金は

115百万円（前第２四半期連結累計期間218百万円の取得）となりました。これは主として配当金の支払額62百万

円、長期借入金の返済による支出40百万円によるものであります。 

 

（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月期の通期の連結業績予想につきましては、平成29年5月12日に発表いたしました予想から変更してお

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：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成29年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 695,069 721,170 

売掛金 435,583 403,476 

商品及び製品 893,638 999,298 

仕掛品 115,003 79,085 

原材料及び貯蔵品 271,785 280,138 

その他 146,167 128,990 

流動資産合計 2,557,247 2,612,159 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 945,215 936,934 

土地 1,070,533 1,070,533 

その他（純額） 711,639 778,548 

有形固定資産合計 2,727,389 2,786,016 

無形固定資産 4,653 6,870 

投資その他の資産    

その他 300,188 294,079 

投資その他の資産合計 300,188 294,079 

固定資産合計 3,032,231 3,086,965 

資産合計 5,589,478 5,699,125 

負債の部    

流動負債    

買掛金 304,610 311,140 

短期借入金 163,230 177,588 

未払法人税等 89,503 72,123 

その他 284,651 308,736 

流動負債合計 841,996 869,589 

固定負債    

長期借入金 1,390,180 1,322,292 

役員退職慰労引当金 212,529 218,747 

退職給付に係る負債 161,074 153,575 

その他 52,158 53,351 

固定負債合計 1,815,942 1,747,965 

負債合計 2,657,938 2,617,555 

純資産の部    

株主資本    

資本金 217,556 217,556 

資本剰余金 215,746 215,746 

利益剰余金 3,020,540 3,131,148 

自己株式 △473,505 △473,505 

株主資本合計 2,980,337 3,090,945 

その他の包括利益累計額    

為替換算調整勘定 △48,796 △9,375 

その他の包括利益累計額合計 △48,796 △9,375 

純資産合計 2,931,540 3,081,570 

負債純資産合計 5,589,478 5,699,125 

 

㈱テイン　（7217）　平成30年3月期　第2四半期決算短信

3



（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28年４月１日 

 至 平成28年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年９月30日) 

売上高 2,058,832 2,167,275 

売上原価 1,319,190 1,333,548 

売上総利益 739,642 833,727 

販売費及び一般管理費 548,122 608,511 

営業利益 191,519 225,216 

営業外収益    

為替差益 － 26,572 

その他 8,302 7,769 

営業外収益合計 8,302 34,342 

営業外費用    

支払利息 4,851 6,068 

為替差損 79,895 － 

その他 2,192 1,906 

営業外費用合計 86,939 7,975 

経常利益 112,883 251,582 

特別損失    

固定資産売却損 209 － 

固定資産除却損 4,053 0 

特別損失合計 4,263 0 

税金等調整前四半期純利益 108,619 251,582 

法人税、住民税及び事業税 21,170 80,808 

法人税等調整額 16,252 △2,156 

法人税等合計 37,423 78,651 

四半期純利益 71,196 172,931 

親会社株主に帰属する四半期純利益 71,196 172,931 
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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28年４月１日 

 至 平成28年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年９月30日) 

四半期純利益 71,196 172,931 

その他の包括利益    

為替換算調整勘定 △157,088 38,606 

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,980 814 

その他の包括利益合計 △159,068 39,421 

四半期包括利益 △87,872 212,353 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △87,872 212,353 
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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28年４月１日 

 至 平成28年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29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 108,619 251,582 

減価償却費 80,834 84,887 

為替差損益（△は益） 79,032 △27,659 

売上債権の増減額（△は増加） 60,338 44,496 

たな卸資産の増減額（△は増加） △123,588 △56,245 

仕入債務の増減額（△は減少） △10,939 △13,286 

未払費用の増減額（△は減少） △10,132 21,146 

未払金の増減額（△は減少） △21,698 △11,317 

その他 28,905 31,719 

小計 191,370 325,324 

法人税等の支払額 △39,772 △95,364 

その他 △3,931 △5,298 

営業活動によるキャッシュ・フロー 147,666 224,661 

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 △119,967 △105,227 

その他 △5,967 5,785 

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,935 △99,442 

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） 80,000 △12,909 

長期借入れによる収入 250,000 － 

長期借入金の返済による支出 △50,028 △40,620 

配当金の支払額 △61,883 △62,091 

財務活動によるキャッシュ・フロー 218,088 △115,621 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53,054 16,503 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 186,765 26,100 

現金及び現金同等物の期首残高 595,146 695,069 

現金及び現金同等物の四半期末残高 781,911 721,170 
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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】

 当社グループは、自動車用サスペンションの製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。
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