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(百万円未満切捨て)
１．平成30年3月期の連結業績（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期 7,744 2.7 174 △57.3 260 △32.0 172 △30.0

29年3月期 7,541 16.2 408 11.5 383 15.6 246 △9.2

(注) 包括利益 30年3月期 93 百万円 ( ―％) 29年3月期 △125 百万円 ( ―％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

円 銭 円 銭

30年3月期 28.82 －

29年3月期 41.16 －
　

（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 8,638 4,937 45.5 655.97
29年3月期 8,742 4,519 43.7 637.25

(参考) 自己資本 30年3月期 3,932百万円 29年3月期 3,820百万円
　

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

30年3月期 435 △200 △221 1,199

29年3月期 493 △1,569 598 1,174

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

29年3月期 － 0.00 － 12.00 12.00 71 29.2 1.9

30年3月期 － 0.00 － 12.00 12.00 71 41.6 1.9

31年3月期(予想) － 0.00 － 12.00 12.00 －

　

３．平成31年3月期の連結業績予想（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 3,700 △1.8 200 － 205 65.9 140 60.1 23.35

通 期 7,800 0.7 410 134.9 420 61.0 285 65.0 47.54
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※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　 新規 －社 (社名) 、除外 －社 (社名)

　

（２）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

　

（３）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 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 4,827 株 29年3月期 4,045 株

③ 期中平均株式数 30年3月期 5,995,824 株 29年3月期 5,996,170 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．平成30年3月期の個別業績（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期 6,198 △0.9 387 △21.3 383 △27.3 265 △24.9

29年3月期 6,252 △4.8 492 △11.5 528 △0.8 354 △12.2
　

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

30年3月期 44.36 －

29年3月期 59.09 －

　

（２）個別財政状態

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 7,707 4,473 58.0 746.19

29年3月期 8,095 4,267 52.7 711.79

(参考) 自己資本 30年3月期 4,473百万円 29年3月期 4,267百万円

　

２．平成31年3月期の個別業績予想（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 3,000 △0.7 200 △0.0 135 2.3 22.52

通 期 6,200 0.0 410 6.8 275 3.4 45.87

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

　

※ 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４ページ「１．経営成

績等の概況(４)今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度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・通商政策や東アジアの地政学的リスクなどに対する懸念はあるものの、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を上回る結果

となりました。

このような環境のなかで、当連結会計年度の当社グループの連結業績は、売上高は7,744百万円（前期比2.7％

増）、営業利益は174百万円（前期比57.3％減）、経常利益は260百万円（前期比32.0％減）、親会社株主に帰属す

る当期純利益は172百万円（前期比30.0％減）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における資産の残高は、8,638百万円（前連結会計年度末8,742百万円）となり、103百万円減少

しました。流動資産は4,518百万円となり64百万円減少し、固定資産は4,120百万円となり39百万円減少しました。

当連結会計年度末における負債の残高は、3,701百万円（前連結会計年度末4,223百万円）となり、521百万円減少

しました。流動負債は2,997百万円となり302百万円減少し、固定負債は704百万円となり219百万円減少しました。

当連結会計年度末における純資産の残高は、4,937百万円（前連結会計年度末4,519百万円）となり、417百万円増

加しました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ、

24百万円増加し1,199百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は、435百万円（前年同期は493百万円）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益と減価償却費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）

当連結会計年度において、投資活動の結果支出した資金は、200百万円（前年同期は1,569百万円）となりまし

た。

これは主に、有形固定資産の取得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）

当連結会計年度において、財務活動の結果支出した資金は、221百万円（前年同期は598百万円の収入）となりま

した。

これは主に、短期借入金および長期借入金の返済によるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成28年３月期 平成29年３月期 平成30年３月期

自己資本比率（％） 50.5 43.7 45.5

時価ベースの自己資本比率（％） 23.8 23.2 28.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 11.7 4.2 3.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 19.0 40.0 28.2

　

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

（注１）各指標は、連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。

（注４）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。
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（４）今後の見通し

今後の経済見通しにつきましては、景気は引き続き緩やかに回復するものの、米国の政策動向や中国を始めア

ジア新興国の経済の先行き、東アジアの地政学的リスクの高まりなどに留意が必要な状況が続くと思われます。

このような環境のなか、通期連結業績予想につきましては、売上高は7,800百万円(前期比0.7％増）、営業利益

は410百万円(前期比134.9％増）、経常利益は420百万円(前期比61.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は

285百万円(前期比65.0％増）を予想しております。

また、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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２．企業集団の状況

　

当社グループは、当社（㈱タツミ）及び連結子会社２社（コルポラシオン・タツミ・デ・メヒコ・エス・エー・

デ・シー・ブイ、ピーティー・タツミ・インドネシア）により構成されており、自動車の電装品用部品及びブレーキ

用部品の製造並びに販売を主な事業として取り組んでおります。

両社は当社の特定子会社になります。

また、当社グループは親会社である㈱ミツバが形成している企業グループの輸送用機器関連事業の一角を担ってお

ります。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

３．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、日本基準を適用して連結財務諸表を作成しております。

なお、当社グループは、将来の国際会計基準の適用に向け、社内のマニュアルや指針等の整備及びその適用時期

について検討を進めております。
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４．連結財務諸表及び主な注記

（１）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)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,226,511 1,199,336

受取手形及び売掛金 1,093,613 931,254

電子記録債権 723,671 799,936

商品及び製品 129,131 142,946

仕掛品 323,225 360,269

原材料及び貯蔵品 534,982 581,829

未収入金 372,878 383,706

繰延税金資産 94,018 85,562

その他 84,689 33,213

流動資産合計 4,582,722 4,518,055

固定資産

有形固定資産

建物 2,823,299 2,865,198

減価償却累計額 △1,541,053 △1,609,460

建物（純額） 1,282,245 1,255,738

構築物 170,988 170,988

減価償却累計額 △136,908 △140,489

構築物（純額） 34,079 30,499

機械及び装置 5,452,550 5,615,634

減価償却累計額 △3,634,838 △3,829,148

機械及び装置（純額） 1,817,711 1,786,486

車両運搬具 22,583 27,797

減価償却累計額 △9,196 △13,933

車両運搬具（純額） 13,387 13,863

工具、器具及び備品 475,757 495,538

減価償却累計額 △336,347 △359,794

工具、器具及び備品（純額） 139,410 135,744

土地 176,813 181,111

リース資産 152,072 147,555

減価償却累計額 △10,296 △19,212

リース資産（純額） 141,776 128,342

建設仮勘定 84,454 31,149

有形固定資産合計 3,689,879 3,562,936

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 3,235 2,791

その他 847 847

無形固定資産合計 8,975 8,531
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 133,483 150,851

長期前払費用 1,386 21

退職給付に係る資産 271,989 335,755

その他 54,279 62,710

投資その他の資産合計 461,139 549,339

固定資産合計 4,159,993 4,120,807

資産合計 8,742,716 8,638,862
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 242,585 381,780

短期借入金 1,123,520 855,000

1年内返済予定の長期借入金 270,648 261,108

リース債務 10,430 24,332

未払金及び未払費用 1,285,171 1,202,647

未払法人税等 120,190 32,887

賞与引当金 160,738 166,688

役員賞与引当金 3,198 4,627

その他 83,080 68,120

流動負債合計 3,299,562 2,997,191

固定負債

長期借入金 665,769 408,001

リース債務 145,711 117,050

長期未払金 5,970 5,970

繰延税金負債 94,710 154,519

退職給付に係る負債 11,652 18,801

固定負債合計 923,812 704,341

負債合計 4,223,374 3,701,533

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 2,570,518

自己株式 △1,460 △1,808

株主資本合計 3,885,006 3,985,484

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 54,582

為替換算調整勘定 △150,495 △182,244

退職給付に係る調整累計額 43,841 74,846

その他の包括利益累計額合計 △64,094 △52,816

非支配株主持分 698,429 1,004,661

純資産合計 4,519,341 4,937,329

負債純資産合計 8,742,716 8,638,862
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 7,541,498 7,744,791

売上原価 6,469,627 6,802,784

売上総利益 1,071,871 942,007

販売費及び一般管理費 663,430 767,465

営業利益 408,440 174,541

営業外収益

受取利息 2,481 7,496

受取配当金 2,187 3,037

設備使用料 12,160 12,721

為替差益 - 75,418

その他 24,850 7,268

営業外収益合計 41,679 105,943

営業外費用

支払利息 12,533 15,566

為替差損 48,148 -

その他 5,652 4,049

営業外費用合計 66,333 19,615

経常利益 383,786 260,869

特別利益

固定資産売却益 1,859 7

投資有価証券売却益 1,641 575

特別利益合計 3,501 582

特別損失

固定資産除却損 1,219 3,947

減損損失 3,080 437

その他 15 -

特別損失合計 4,315 4,385

税金等調整前当期純利益 382,973 257,067

法人税、住民税及び事業税 164,732 101,440

法人税等調整額 24,865 52,135

法人税等合計 189,598 153,575

当期純利益 193,374 103,491

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △53,442 △69,285

親会社株主に帰属する当期純利益 246,817 172,777
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

当期純利益 193,374 103,491

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 21,640 12,022

為替換算調整勘定 △352,149 △52,915

退職給付に係る調整額 11,661 31,004

その他の包括利益合計 △318,847 △9,887

包括利益 △125,472 93,603

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 71,486 184,055

非支配株主に係る包括利益 △196,959 △90,451
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 715,000 677,955 2,338,105 △1,194 3,729,866

当期変動額

剰余金の配当 △71,961 △71,961

親会社株主に帰属す

る当期純利益
246,817 246,817

自己株式の取得 △266 △266

連結範囲の変動 △43,269 △43,269

連結子会社の増資に

よる持分の増減
23,820 23,820

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - 23,820 131,586 △266 155,140

当期末残高 715,000 701,775 2,469,691 △1,460 3,885,006

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 20,918 63,785 32,180 116,885 158,111 4,004,863

当期変動額

剰余金の配当 △71,961

親会社株主に帰属す

る当期純利益
246,817

自己株式の取得 △266

連結範囲の変動 △43,269

連結子会社の増資に

よる持分の増減
23,820

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

21,640 △214,281 11,661 △180,979 540,317 359,337

当期変動額合計 21,640 △214,281 11,661 △180,979 540,317 514,477

当期末残高 42,559 △150,495 43,841 △64,094 698,429 4,519,341
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当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 715,000 701,775 2,469,691 △1,460 3,885,006

当期変動額

剰余金の配当 △71,951 △71,951

親会社株主に帰属す

る当期純利益
172,777 172,777

自己株式の取得 △347 △347

連結範囲の変動 -

連結子会社の増資に

よる持分の増減
-

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - - 100,826 △347 100,478

当期末残高 715,000 701,775 2,570,518 △1,808 3,985,484

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 42,559 △150,495 43,841 △64,094 698,429 4,519,341

当期変動額

剰余金の配当 △71,951

親会社株主に帰属す

る当期純利益
172,777

自己株式の取得 △347

連結範囲の変動 -

連結子会社の増資に

よる持分の増減
396,684 396,684

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

12,022 △31,749 31,004 11,278 △90,451 △79,173

当期変動額合計 12,022 △31,749 31,004 11,278 306,232 417,988

当期末残高 54,582 △182,244 74,846 △52,816 1,004,661 4,937,329
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 382,973 257,067

減価償却費 413,254 409,863

減損損失 3,080 437

有形固定資産除却損 1,219 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） △26,959 △63,766

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △737 7,180

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,011 5,949

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 198 1,429

受取利息及び受取配当金 △4,669 △10,534

支払利息 12,533 15,566

為替差損益（△は益） 341 △106,134

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 △575

売上債権の増減額（△は増加） △119,314 89,088

たな卸資産の増減額（△は増加） △483,192 △91,254

仕入債務の増減額（△は減少） 216,465 137,618

未払金の増減額（△は減少） 57,298 △30,898

その他の流動資産の増減額（△は増加） 70,116 43,746

その他の流動負債の増減額（△は減少） 34,700 △15,537

小計 527,048 653,188

利息及び配当金の受取額 4,676 10,548

利息の支払額 △12,340 △15,441

法人税等の支払額 △26,148 △212,911

営業活動によるキャッシュ・フロー 493,236 435,383

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 △24,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 15,000 72,000

有形固定資産の取得による支出 △1,568,092 △242,829

有形固定資産の売却による収入 2,008 54

無形固定資産の取得による支出 △1,510 △943

投資有価証券の取得による支出 △242 △244

投資有価証券の売却による収入 12,081 740

投資その他の資産の増減額（△は増加） △5,209 △9,416

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,569,964 △200,640

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） 228,520 △268,520

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 △260,647 △267,308

リース債務の返済による支出 - △10,044

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 △266 △347

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 598,766 △221,592

現金及び現金同等物に係る換算差額 △91,053 11,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △569,014 24,825

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期末残高 1,174,511 1,199,336
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（５）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。

　

(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。

　

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

１株当たり純資産額 637.25円 655.97円

１株当たり当期純利益金額 41.16円 28.82円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 246,817 172,777

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額
(千円)

246,817 172,777

期中平均株式数(株) 5,996,170 5,995,824

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．その他

　 役員の異動

① 代表者の異動

　 該当事項はありません。

　

② その他の役員の異動

　 ・新任取締役（監査等委員である取締役）候補

　 取締役 監査等委員（社外） 高畑 昭文

　

　 ・退任予定取締役（監査等委員である取締役）

　 取締役 監査等委員（社外） 早川 榮一

　

③ 異動予定日

　平成30年６月20日
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