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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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 ％

30年３月期第２四半期 11,980 6.7 2,198 △6.5 2,134 19.9 1,456 13.1

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
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 1,512百万円( 51.0％) 29年３月期第２四半期 1,001百万円(△34.9％)
　

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２四半期 60.24 －
29年３月期第２四半期 53.25 －

　

(注）当社は、平成29年４月22日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

　

（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２四半期 32,906 23,321 70.7

29年３月期 30,690 21,977 71.5
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 23,270百万円 29年３月期 21,929百万円
　　　

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 － 25.00 － 35.00 60.00

30年３月期 － 8.00

30年３月期(予想) － 8.00 16.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

当社は、平成29年４月22日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。平成29年３月期の配
当金については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

　

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 24,200 3.4 4,400 △13.2 4,200 △16.4 3,000 △19.6 124.09
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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

　

（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２Ｑ 24,400,000株 29年３月期 24,400,000株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 223,880株 29年３月期 223,880株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 24,176,120株 29年３月期２Ｑ 24,176,485株
　

(注）当社は、平成29年４月22日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数(普通株式)を算定しております。

　

※ 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
（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29年４月１日～平成29年９月30日）における世界経済は、緩やかな回復傾向が

みられました。米国ではハリケーンの影響があったものの設備投資や個人消費が底堅く推移しており、欧州でも緩

やかな景気回復傾向が続きました。中国では景気の減速傾向にあるものの緩やかであり、新興国においても成長率

の見通しが上方修正されました。しかしながら地政学的リスクは継続しており、世界経済の下振れの要因を内包し

ております。

わが国経済は、経済・金融政策等により雇用・所得環境が改善し、輸出が持ち直すなど企業業績が堅調に推移し

ており、緩やかな回復基調が継続しました。

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、

前年までの旺盛な需要のピークを過ぎた米国では減少しましたが、国内、欧州、中国を中心に全世界では増加傾向

を継続したため、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、自動車業界向けを中心に当社グループ製品の販売数量が

堅調に推移したこと等により11,980百万円（前年同期比6.7％増）となりました。営業利益は生産能力増強を目的と

した設備投資による減価償却費の増加や研究開発費が増加したこと等により2,198百万円（前年同期比6.5％減）と

なりましたが、経常利益は為替差損の縮小等の影響により2,134百万円（前年同期比19.9％増）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は1,456百万円（前年同期比13.1％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32,906百万円で、前連結会計年度末に比べ2,215百万円増加しまし

た。これは主に、機械装置及び運搬具の増加(1,163百万円)、現金及び預金の増加(513百万円)、建設仮勘定の減少

(833百万円)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9,585百万円となり、前連結会計年度末に比べ872百万円増加しまし

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(840百万円)、支払手形及び買掛金の増加

(265百万円)、未払法人税等の減少(329百万円)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23,321百万円で、前連結会計年度末に比べ1,343百万円増加しまし

た。これは主に、利益剰余金の増加(1,287百万円)によるものであります。

　これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末71.5％から70.7％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30年３月期通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ、平成29年５月11日

に公表いたしました「平成29年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の業績予想を次のとおり修正いたしま

す。

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）

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

前回発表予想（Ａ） 24,000 4,400 4,400 3,200 132.36

今回発表予想（Ｂ） 24,200 4,400 4,200 3,000 124.09

増減額（Ｂ－Ａ） 200 － △200 △200

増減率（％） 0.8 － △4.5 △6.3
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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 5,594,927 6,108,864

受取手形及び売掛金 4,630,450 4,758,803

有価証券 1,200,000 1,200,000

製品 2,268,432 2,561,440

仕掛品 1,582,099 1,858,861

原材料及び貯蔵品 1,703,021 1,957,023

その他 1,685,888 1,898,900

流動資産合計 18,664,819 20,343,893

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,551,122 2,613,496

機械装置及び運搬具（純額） 4,698,746 5,861,893

土地 1,484,243 1,588,194

建設仮勘定 1,170,290 336,702

その他（純額） 378,387 360,268

有形固定資産合計 10,282,791 10,760,555

無形固定資産 330,051 323,706

投資その他の資産 1,413,058 1,478,504

固定資産合計 12,025,901 12,562,766

資産合計 30,690,721 32,906,660

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 750,728 1,016,429

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 799,044 1,157,900

未払法人税等 1,008,279 678,784

賞与引当金 456,742 308,459

その他 1,727,698 1,958,090

流動負債合計 5,442,492 5,819,664

固定負債

長期借入金 3,045,992 3,527,526

退職給付に係る負債 970 1,030

その他 224,021 237,435

固定負債合計 3,270,984 3,765,992

負債合計 8,713,477 9,585,657

純資産の部

株主資本

資本金 787,100 787,100

資本剰余金 1,073,270 1,073,270

利益剰余金 19,846,504 21,133,606

自己株式 △83,308 △83,308

株主資本合計 21,623,566 22,910,668

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 189,601 271,897

為替換算調整勘定 151,234 123,716

退職給付に係る調整累計額 △34,839 △35,977

その他の包括利益累計額合計 305,996 359,635

非支配株主持分 47,680 50,698

純資産合計 21,977,244 23,321,002

負債純資産合計 30,690,721 32,906,660
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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 11,230,953 11,980,695

売上原価 7,284,574 8,008,328

売上総利益 3,946,378 3,972,367

販売費及び一般管理費 1,596,182 1,774,119

営業利益 2,350,196 2,198,247

営業外収益

受取利息 5,327 7,983

受取配当金 6,037 7,306

助成金収入 44,931 18,177

その他 23,017 22,868

営業外収益合計 79,314 56,335

営業外費用

支払利息 3,686 3,983

為替差損 588,075 59,019

持分法による投資損失 52,494 53,374

その他 4,269 3,442

営業外費用合計 648,526 119,820

経常利益 1,780,984 2,134,763

特別利益

投資有価証券売却益 14,350 943

特別利益合計 14,350 943

特別損失

減損損失 － 31,723

固定資産除却損 4,769 1,691

特別損失合計 4,769 33,414

税金等調整前四半期純利益 1,790,564 2,102,291

法人税、住民税及び事業税 639,792 638,489

法人税等調整額 5,380 3,703

法人税等合計 645,173 642,192

四半期純利益 1,145,391 1,460,098

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△142,051 3,764

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,287,443 1,456,334
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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 1,145,391 1,460,098

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,807 82,295

為替換算調整勘定 △85,289 △24,534

退職給付に係る調整額 △199 △1,138

持分法適用会社に対する持分相当額 △46,175 △3,730

その他の包括利益合計 △143,472 52,892

四半期包括利益 1,001,918 1,512,991

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,175,983 1,509,973

非支配株主に係る四半期包括利益 △174,064 3,018
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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 1,790,564 2,102,291

減価償却費 550,304 898,411

減損損失 － 31,723

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,650 △148,270

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △13,092 △14,126

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 99

受取利息及び受取配当金 △11,365 △15,290

支払利息 3,686 3,983

為替差損益（△は益） 395,083 29,901

持分法による投資損益（△は益） 53,205 53,467

売上債権の増減額（△は増加） △127,390 △100,788

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,137 △828,684

未払又は未収消費税等の増減額 △60,334 △461

仕入債務の増減額（△は減少） △222,767 187,885

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 40,125 155,238

投資有価証券売却損益（△は益） △14,350 △943

その他 △22,264 77,843

小計 2,333,916 2,432,282

利息及び配当金の受取額 11,686 15,290

利息の支払額 △4,081 △3,918

法人税等の支払額 △811,358 △935,601

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,530,162 1,508,053

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 △987,216 △1,641,462

無形固定資産の取得による支出 △78,878 △28,255

長期前払費用の取得による支出 △8,319 △2,882

投資有価証券の取得による支出 △1,513 △3,527

投資有価証券の売却による収入 23,350 16,063

貸付けによる支出 － △5,000

貸付金の回収による収入 2,262 1,666

子会社株式の取得による支出 － △25,500

その他 △162 2,722

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,050,478 △1,686,177

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 500,000 －

短期借入金の返済による支出 △600,000 －

長期借入れによる収入 2,100,000 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △875,970 △352,500

配当金の支払額 △120,603 △168,780

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,003,426 678,719

現金及び現金同等物に係る換算差額 △219,130 13,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,263,980 513,937

現金及び現金同等物の期首残高 4,734,406 6,794,927

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,998,386 7,308,864
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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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