
平成30年3月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成30年1月26日

上 場 会 社 名 株式会社タツミ 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 7268 URL http://www.tatsumi-ta.co.jp

代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)岡嶋 茂

問合せ先責任者 (役職名)取締役経理部長 (氏名)木村 英典 (TEL)0284-71-3131

四半期報告書提出予定日 平成30年2月2日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

　
(百万円未満切捨て)

１．平成30年3月期第３四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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３四半期 5,818 3.2 152 △59.3 264 △3.4 182 4.6

29年3月期第３四半期 5,640 18.2 374 87.7 273 29.0 174 △13.2

(注) 包括利益 30年3月期第３四半期 301百万円 ( ―％) 29年3月期第３四半期 △356百万円 (　―％)

　

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３四半期 30.48 ―

29年3月期第３四半期 29.13 ―
　

（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３四半期 9,049 5,145 44.6

29年3月期 8,742 4,519 43.7

(参考) 自己資本 30年3月期第３四半期 4,033百万円 29年3月期 3,820百万円

　

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00

30年3月期 ― 0.00 ―

30年3月期(予想) 12.00 12.00

(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 7,700 2.1 220 △46.1 320 △16.6 220 △10.9 36.69

(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)

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記

事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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３Ｑ 6,000,000株 29年3月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 30年3月期３Ｑ 4,045株 29年3月期 4,045株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期３Ｑ 5,995,955株 29年3月期３Ｑ 5,996,230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

　本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、業績予

想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきましては、添付資料２ページ「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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、緩やかな回復基調で推

移しました。一方、世界経済は、米国の金融政策や北朝鮮情勢の緊迫化などのリスク要因を抱えるものの、米国や

欧州を中心に景気回復が続いております。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、軽自動車を含む国内の新車販売台数が前年度実績を上回る

状況となっております。

このような経済環境の中で、当社グループの連結業績は、売上高は5,818百万円（前年同期比3.2％増）、営業利

益は152百万円（前年同期比59.3％減）、経常利益は264百万円（前年同期比3.4％減）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は182百万円（前年同期比4.6％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における資産の合計は、9,049百万円（前連結会計年度末8,742百万円）となり、306

百万円増加しました。流動資産は4,758百万円となり175百万円増加し、固定資産は4,291百万円となり131百万円増

加しました。

当第３四半期連結会計期間末における負債の合計は、3,903百万円（前連結会計年度末4,223百万円）となり、319

百万円減少しました。流動負債は3,161百万円となり137百万円減少し、固定負債は742百万円となり181百万円減少

しました。

当第３四半期連結会計期間末における純資産の合計は、5,145百万円（前連結会計年度末4,519百万円）となり、

626百万円増加しました。

（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月期連結業績予想につきましては、平成29年10月27日に開示いたしました予想から修正は行っており

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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,226,511 1,258,777

受取手形及び売掛金 1,093,613 1,076,907

電子記録債権 723,671 792,564

商品及び製品 129,131 123,471

仕掛品 323,225 383,976

原材料及び貯蔵品 534,982 574,362

未収入金 372,878 414,848

繰延税金資産 94,018 92,750

その他 84,689 40,789

流動資産合計 4,582,722 4,758,447

固定資産

有形固定資産

建物 2,823,299 2,899,960

減価償却累計額 △1,541,053 △1,591,488

建物（純額） 1,282,245 1,308,471

構築物 170,988 170,988

減価償却累計額 △136,908 △139,594

構築物（純額） 34,079 31,394

機械及び装置 5,452,550 5,661,491

減価償却累計額 △3,634,838 △3,776,228

機械及び装置（純額） 1,817,711 1,885,263

車両運搬具 22,583 28,697

減価償却累計額 △9,196 △12,823

車両運搬具（純額） 13,387 15,873

工具、器具及び備品 475,757 492,935

減価償却累計額 △336,347 △359,756

工具、器具及び備品（純額） 139,410 133,179

土地 176,813 190,594

リース資産 152,072 147,177

減価償却累計額 △10,296 △16,864

リース資産（純額） 141,776 130,313

建設仮勘定 84,454 77,176

有形固定資産合計 3,689,879 3,772,266

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 3,235 3,151

その他 847 847

無形固定資産合計 8,975 8,891

投資その他の資産

投資有価証券 133,483 165,093

長期前払費用 1,386 21

退職給付に係る資産 271,989 291,819

その他 54,279 53,139

投資その他の資産合計 461,139 510,074

固定資産合計 4,159,993 4,291,232

資産合計 8,742,716 9,049,680
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 242,585 415,485

短期借入金 1,123,520 1,005,000

1年内返済予定の長期借入金 270,648 268,743

リース債務 10,430 3,403

未払金及び未払費用 1,285,171 1,272,074

未払法人税等 120,190 35,947

賞与引当金 160,738 82,119

役員賞与引当金 3,198 2,313

その他 83,080 76,746

流動負債合計 3,299,562 3,161,833

固定負債

長期借入金 665,769 468,028

リース債務 145,711 141,020

長期未払金 5,970 5,970

繰延税金負債 94,710 110,608

退職給付に係る負債 11,652 16,468

固定負債合計 923,812 742,095

負債合計 4,223,374 3,903,928

純資産の部

株主資本

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 701,775 701,775

利益剰余金 2,469,691 2,580,482

自己株式 △1,460 △1,460

株主資本合計 3,885,006 3,995,796

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 42,559 64,413

為替換算調整勘定 △150,495 △74,301

退職給付に係る調整累計額 43,841 47,599

その他の包括利益累計額合計 △64,094 37,710

非支配株主持分 698,429 1,112,243

純資産合計 4,519,341 5,145,751

負債純資産合計 8,742,716 9,049,680

決算短信（宝印刷） 2018年01月23日 10時24分 6ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



株式会社タツミ(7268) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

5― ―

（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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 5,640,326 5,818,210

売上原価 4,788,623 5,079,213

売上総利益 851,703 738,996

販売費及び一般管理費 477,101 586,614

営業利益 374,602 152,382

営業外収益

受取利息 5,927 6,759

受取配当金 2,145 2,982

設備使用料 9,037 9,639

為替差益 - 102,558

その他 18,241 6,020

営業外収益合計 35,352 127,960

営業外費用

支払利息 8,274 12,492

為替差損 127,077 -

その他 647 3,339

営業外費用合計 135,998 15,832

経常利益 273,956 264,510

特別利益

固定資産売却益 1,859 7

投資有価証券売却益 1,641 -

特別利益合計 3,501 7

特別損失

固定資産除却損 1,121 3,947

減損損失 3,080 437

その他 15 -

特別損失合計 4,217 4,385

税金等調整前四半期純利益 273,240 260,133

法人税等 138,933 111,057

四半期純利益 134,306 149,076

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △40,378 △33,665

親会社株主に帰属する四半期純利益 174,684 182,741
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 134,306 149,076

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 16,590 21,853

為替換算調整勘定 △511,066 126,990

退職給付に係る調整額 3,881 3,757

その他の包括利益合計 △490,595 152,601

四半期包括利益 △356,288 301,677

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △116,275 284,547

非支配株主に係る四半期包括利益 △240,012 17,130
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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３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31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 273,240 260,133

減価償却費 306,632 301,208

減損損失 3,080 437

有形固定資産除却損 1,121 3,947

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △14,746 -

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △8,503 △19,830

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,825 3,589

賞与引当金の増減額（△は減少） △87,567 △78,619

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,210 △884

受取利息及び受取配当金 △8,073 △9,742

支払利息 8,274 12,492

為替差損益（△は益） △43,449 △108,074

有形固定資産売却損益（△は益） △1,859 △7

投資有価証券売却損益（△は益） △1,641 -

売上債権の増減額（△は増加） △262,116 △59,755

たな卸資産の増減額（△は増加） △533,621 △51,710

仕入債務の増減額（△は減少） 60,928 155,696

未払金の増減額（△は減少） 40,401 △16,535

その他の流動資産の増減額（△は増加） 38,936 40,573

その他の流動負債の増減額（△は減少） 116,686 △65,198

小計 △109,662 367,721

利息及び配当金の受取額 8,083 9,727

利息の支払額 △8,114 △12,501

法人税等の支払額 △25,482 △212,784

営業活動によるキャッシュ・フロー △135,175 152,162

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 △16,000 △16,000

定期預金の払戻による収入 15,000 -

有形固定資産の取得による支出 △1,547,080 △149,228

有形固定資産の売却による収入 2,008 -

無形固定資産の取得による支出 - △943

投資有価証券の取得による支出 △182 △184

投資有価証券の売却による収入 12,081 -

投資その他の資産の増減額（△は増加） 6,934 3,199

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,527,238 △163,156

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） 370,960 △118,520

長期借入れによる収入 400,000 -

長期借入金の返済による支出 △189,645 △199,646

リース債務の返済による支出 - △6,643

非支配株主からの出資受入による収入 302,818 396,684

自己株式の取得による支出 △226 -

配当金の支払額 △71,658 △72,056

財務活動によるキャッシュ・フロー 812,248 △182

現金及び現金同等物に係る換算差額 △110,812 27,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △960,977 16,266

現金及び現金同等物の期首残高 574,885 1,174,511

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,168,639 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 782,548 1,190,777
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　 （税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（セグメント情報等）

　 セグメント情報

　 当社グループは、自動車用部品事業の単一のセグメントであるため、記載しておりません。
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