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(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 209,874 3.3 2,251 ― 3,199 ― 2,035 ―

29年３月期第３四半期 203,141 △5.6 △884 ― △1,228 ― △3,637 ―
(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 3,330百万円( ―％) 29年３月期第３四半期 △9,369百万円( ―％)
　

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 73.64 ―

29年３月期第３四半期 △131.70 ―
　

(注)当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期
首に当該株式併合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 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

30年３月期第３四半期 294,799 52,488 15.8 1,687.42

29年３月期 280,194 49,159 15.5 1,576.34
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 46,642百万円 29年３月期 43,549百万円
　

(注)当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期
首に当該株式併合が行われたと仮定して、「１株当たり純資産」を算定しております。
　

　

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 ― 0.00 0.00

30年３月期 ― 0.00 ―

30年３月期(予想) 0.00 ―
(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10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。平成30年３月期（予想）
の１株当たり期末配当金については、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「―」として記
載しております。詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
　

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 285,000 1.0 7,000 342.4 7,500 ― 4,500 ― 162.87
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。平成30年３月期の連結業
績予想における１株当たり当期純利益については、当該株式併合の影響を考慮しております。詳細については、「業績
予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
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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Ｐ．８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）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 28,066,313株 29年３月期 28,066,313株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ 425,335株 29年３月期 439,448株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Ｑ 27,633,010株 29年３月期３Ｑ 27,623,296株

　
（注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度
の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」
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．３「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。

（株式併合後の配当及び連結業績予想について）
　当社は、平成29年６月22日開催の第91期定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成29年10月
１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。なお、株式併合考慮前に換算した平成30年
３月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。
１．平成30年３月期の配当予想
　 １株当たり配当金 第２四半期末 ０円00銭 期末 ０円00銭
２．平成30年３月期の連結業績予想
　 １株当たり当期純利益 通期（累計） 32円57銭
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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の世界経済は、米国の政策を巡る不安や地政学的リスクの高まりなどによる先行き

不透明感、中国経済の減速懸念などあるものの、先進国を中心に緩やかな回復傾向が続きました。一方、我が国

経済は、海外経済の不確実性が高まるなど懸念材料を抱えた状況が続いているものの、緩やかな回復基調で推移

しております。

このような環境下、当社グループは次の成長に向けて確実に再起を図ることを目的に、平成32年度を最終年度

とする中期経営計画をスタートしております。本中期経営目標を達成するため、４つの柱からなる以下の重点項

目にグループ全社を挙げて取り組んでおります。

＜中期経営目標＞

売上高：3,200億円

売上高経常利益率：５%

株主資本比率：25%

＜重点項目＞

（１）収益性向上に向けたコスト構造改革

（２）財務体質強化に向けた資産効率改善

（３）企業価値創造に向けた事業ポートフォリオの最適化

（４）持続的成長に向けた経営システム革新

その結果、売上高は自動車機器事業の増収等により209,874百万円（前年同期比3.3％増）となりました。営業

利益は、原材料の市況上昇等の影響はあったものの、前年度より取り組んできた抜本的構造改革によるコスト削

減効果等により、2,251百万円（前年同期は営業損失884百万円）となりました。経常利益は3,199百万円（前年同

期は経常損失1,228百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,035百万円（前年同期は親会社株主に帰属

する四半期純損失3,637百万円）となりました。

　

セグメント別の概況は、次のとおりです。

Ａ．自動車機器事業

自動車機器事業においては、顧客の環境指向を的確に捉えた最先端の商品開発を進め、小型・軽量化、省動力

化を軸に価値ある製品を提供してまいりました。その結果、欧州における販売増や為替の影響等により、売上高

は前年同期に比べ増収となりました。

利益については、欧州における販売増による増益効果に加え、抜本的構造改革によるコスト削減等もあり、前

年同期に比べ増益となりました。

その結果、売上高は151,752百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益は3,328百万円（前年同期比101.7％増）

となりました。

Ｂ．流通システム事業

店舗システム事業においては、顧客の成長戦略および環境指向に対応した製品・システム・サービスのトータ

ルな提案・提供を継続し、売上高は前年同期に比べ増収となりました。

ベンディングシステム事業においては、積極的な環境製品の開発や新製品展開によるビジネス拡大を図りまし

たが、国内自動販売機市場の縮小傾向等の影響を受け、売上高は前年同期に比べ減収となりました。

利益については、抜本的構造改革によるコスト削減効果等により、前年同期に比べ増益となりました。

その結果、売上高は50,804百万円（前年同期比3.1％減）、営業利益は248百万円（前年同期は営業損失420百万

円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、主に現金及び預金、たな卸資産等の増加により、前連結会計年

度末に比べて14,605百万円増加し、294,799百万円となりました。

負債については、主に有利子負債等の増加があり、前連結会計年度末に比べて11,276百万円増加し、242,310百万

円となりました。

純資産については、親会社株主に帰属する四半期純利益等の増加により、前連結会計年度末に比べて3,328百万円

増加し、52,488百万円となりました。

（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11月７日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。
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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 14,040 22,982

受取手形及び売掛金 79,964 75,084

商品及び製品 23,200 24,313

仕掛品 10,547 12,522

原材料 10,026 11,253

その他のたな卸資産 3,406 4,080

繰延税金資産 2,372 2,830

未収入金 4,840 5,669

未収消費税等 3,246 4,063

その他 6,241 10,025

貸倒引当金 △753 △898

流動資産合計 157,132 171,927

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 21,776 21,376

機械装置及び運搬具（純額） 23,788 24,752

工具、器具及び備品（純額） 5,238 4,781

土地 17,717 17,204

リース資産（純額） 7,166 6,886

建設仮勘定 5,562 8,648

有形固定資産合計 81,250 83,649

無形固定資産

のれん 142 92

リース資産 156 185

その他 4,122 3,796

無形固定資産合計 4,422 4,074

投資その他の資産

投資有価証券 31,867 29,543

退職給付に係る資産 90 91

繰延税金資産 2,621 2,610

その他 6,026 6,154

貸倒引当金 △3,216 △3,252

投資その他の資産合計 37,389 35,147

固定資産合計 123,062 122,871

資産合計 280,194 294,799
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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 53,005 52,182

短期借入金 54,518 62,288

1年内償還予定の社債 - 250

1年内返済予定の長期借入金 29,789 19,690

未払金 14,714 10,189

リース債務 1,900 1,841

未払法人税等 993 754

賞与引当金 3,793 2,351

売上割戻引当金 1,083 1,336

製品保証引当金 4,736 3,406

損害賠償損失引当金 - 1,941

繰延税金負債 7 100

その他 8,852 11,351

流動負債合計 173,396 167,684

固定負債

社債 - 3,450

長期借入金 44,181 58,142

リース債務 5,247 4,929

繰延税金負債 1,724 1,663

退職給付に係る負債 3,257 3,782

役員退職慰労引当金 112 -

環境費用引当金 360 294

株式報酬引当金 138 162

その他 2,616 2,202

固定負債合計 57,637 74,625

負債合計 231,034 242,310

純資産の部

株主資本

資本金 11,037 11,037

資本剰余金 3,747 3,747

利益剰余金 29,447 31,482

自己株式 △1,203 △1,160

株主資本合計 43,028 45,107

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,618 2,997

繰延ヘッジ損益 △16 △157

為替換算調整勘定 △2,048 50

退職給付に係る調整累計額 △1,032 △1,356

その他の包括利益累計額合計 520 1,535

非支配株主持分 5,610 5,846

純資産合計 49,159 52,488

負債純資産合計 280,194 294,799
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
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 203,141 209,874

売上原価 167,753 172,118

売上総利益 35,388 37,755

販売費及び一般管理費 36,272 35,504

営業利益又は営業損失（△） △884 2,251

営業外収益

受取利息 38 46

受取配当金 165 165

持分法による投資利益 1,907 2,442

その他 567 643

営業外収益合計 2,679 3,298

営業外費用

支払利息 1,669 1,762

為替差損 515 127

その他 838 460

営業外費用合計 3,023 2,350

経常利益又は経常損失（△） △1,228 3,199

特別利益

固定資産売却益 2,668 680

投資有価証券売却益 28 2,216

受取保険金 491 106

その他 27 34

特別利益合計 3,217 3,037

特別損失

固定資産処分損 238 334

市場対策費用 1,440 -

早期割増退職金 1,990 -

損害賠償損失引当金繰入額 - 1,941

その他 593 533

特別損失合計 4,263 2,809

税金等調整前四半期純利益
又は税金等調整前四半期純損失（△）

△2,274 3,427

法人税等 871 1,199

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,145 2,228

非支配株主に帰属する四半期純利益 491 193

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△3,637 2,035
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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：百万円)
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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,145 2,228

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,178 △621

繰延ヘッジ損益 △638 △140

為替換算調整勘定 △3,130 2,094

退職給付に係る調整額 △265 △323

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,367 93

その他の包括利益合計 △6,224 1,102

四半期包括利益 △9,369 3,330

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △8,986 3,049

非支配株主に係る四半期包括利益 △383 280
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　

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)

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。

ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、「中間財務

諸表等における税効果会計に関する実務指針」第12項(法定実効税率を使用する方法)に

準じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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（セグメント情報等）

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)

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
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車
機器事業

流通システム
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 142,156 52,408 194,565 8,575 203,141 ― 203,141

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 142,156 52,408 194,565 8,575 203,141 ― 203,141

セグメント利益
又は損失(△)

1,650 △420 1,229 △2,114 △884 ― △884

(注) １．「その他」の区分は、車両販売事業、住環境システム事業、電子事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

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。

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)

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
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車
機器事業

流通システム
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 151,752 50,804 202,557 7,316 209,874 ― 209,874

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 151,752 50,804 202,557 7,316 209,874 ― 209,874

セグメント利益
又は損失(△)

3,328 248 3,577 △1,326 2,251 ― 2,251

(注) １．「その他」の区分は、車両販売事業、住環境システム事業、電子事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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。
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