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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 224,036 0.7 13,966 △12.1 14,420 △7.9 7,709 △14.5

29年３月期 222,537 △6.5 15,888 △3.0 15,649 △2.9 9,017 5.5
(注) 包括利益 30年３月期 11,135百万円( 37.2％) 29年３月期 8,113百万円( 12.1％)
　

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

30年３月期 200.46 199.82 13.5 10.4 6.2

29年３月期 236.29 235.15 17.8 11.6 7.1
(参考) 持分法投資損益 30年３月期 340百万円 29年３月期 348百万円
　

　

（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 140,993 69,713 43.3 1,582.11

29年３月期 136,655 61,041 39.2 1,398.75
(参考) 自己資本 30年３月期 61,030百万円 29年３月期 53,603百万円
　

　

（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 16,988 △12,810 △840 17,990

29年３月期 20,115 △11,026 △8,877 14,285
　

　

　

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 － 15.00 － 17.00 32.00 1,223 13.5 2.4

30年３月期 － 17.00 － 17.00 34.00 1,309 17.0 2.3

31年３月期(予想) － 18.00 － 18.00 36.00 19.2

　

　

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、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 220,000 △1.8 13,000 △6.9 13,000 △9.9 7,200 △6.6 187.22
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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) ： 有

　 新規 １社 (社名)KASAI SLOVAKIA s.r.o.
　

　

（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 39,511,728株 29年３月期 39,511,728株

② 期末自己株式数 30年３月期 936,411株 29年３月期 1,189,386株

③ 期中平均株式数 30年３月期 38,458,450株 29年３月期 38,161,900株
　

(注)「日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）」が保有する当社株式を、期末自己株式数に含めてお
ります。(30年３月期155,429株、29年３月期‐株)
また、「日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）」が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算に
おいて控除する自己株式に含めております。(30年３月期155,429株、29年３月期‐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 74,707 △1.5 △1,267 － 3,509 23.7 3,496 7.5

29年３月期 75,845 9.2 △2,922 － 2,837 197.3 3,252 318.7
　

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 90.91 90.62

29年３月期 85.22 84.81
　

　

（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 73,701 25,330 34.3 655.89

29年３月期 70,621 22,921 32.3 595.89

(参考) 自己資本 30年３月期 25,301百万円 29年３月期 22,835百万円
　

　

　

※ 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
本資料に掲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、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。
　なお、上記業績予想に関する事項については、「添付資料 ４ページ（４）今後の見通し」をご参照ください。
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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世界経済は、米国では堅調な雇用情勢、所得環境の下で増加した個人消費、住宅販売に支

えられ順調に推移しました。中国では小型乗用車減税やインフラ投資等の各種政策効果もあり好調を維持しておりま

す。欧州においては、ユーロ圏では雇用情勢の改善に支えられた堅調な個人消費等を背景に緩やかな回復が続きまし

たが、英国では個人消費等の内需の減速で景気回復は鈍化しております。

我が国経済においては、海外経済の緩やかな回復、好調な企業収益、雇用・所得環境の改善等により緩やかな回復

基調が続きました。

当社グループの関連する自動車業界では、米国市場において、上期は昨年並みのマーケット水準となりましたが、

下期は市場の勢いは鈍化し、冷え込みの傾向となりました。中国市場では昨年度は、減税政策により販売台数が過去

最高水準となりました。今年度についても引き続き、SUV車種の販売が好調で販売台数はさらに増加しました。欧州市

場では英国ではやや停滞がみられたものの、欧州市場全体では堅調な成長となりました。国内市場では好調な軽自動

車の販売に牽引され、堅調な動きを維持しております。

このような経営環境の中で、当社グループではグローバルな自動車内装部品メーカーとしての地位を確立すべく、

品質の確保、生産性向上と原価低減活動の推進、製品開発力・技術力の強化を図っております。さらに、海外を含む

事業展開を積極的に進めており、当連結会計年度においては、欧州における顧客への対応と今後の更なる事業拡大を

図る為、スロバキア共和国ニトラ州 レビツェ市に「KASAI SLOVAKIA s.r.o.」を新規設立いたしました。

この結果、当連結会計年度の売上高は、アジアセグメントにおいては新規立上げ車種の好調な販売状況によって大

幅増収となったものの、日本及び北米セグメントにおける当社受注車種の減産の影響により、2,240億36百万円（前連

結会計年度比0.7％増）にとどまりました。営業利益については、新車立上げ準備費用の増加や、減産地域の収益悪化

の影響により、139億66百万円（前連結会計年度比12.1％減）、経常利益は144億20百万円（前連結会計年度比7.9％

減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は77億９百万円（前連結会計年度比14.5％減）となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

当社受注車種の減産や生産終了により、売上高は646億12百万円（前連結会計年度比4.5％減）となりましたが、

経費削減や合理化活動により、セグメント利益は29億11百万円（前連結会計年度比23.1％増）となりました。

②北米

当社受注車種の減産により、売上高は971億90百万円（前連結会計年度比4.4％減）、セグメント利益は21億72

百万円（前連結会計年比63.1％減）となりました。

③欧州

新車立上げ効果により、売上高は155億67百万円（前連結会計年度比1.0％増）となりましたが、販売車種の車

種構成の変化やスロバキアの新会社設立費用の発生もあり、セグメント利益は４億97百万円（前連結会計年度比

60.8％減）となりました。

④アジア

中国での当社受注車種の増産や新規立上げ効果により、売上高は466億66百万円（前連結会計年度比23.7％増）

となり、セグメント利益は88億17百万円（前連結会計年度比30.6％増）となりました。

なお、個別業績につきましては、当会計年度の売上高は747億７百万円（前会計年度比1.5％減）、営業損失は12億

67百万円（前会計年度は29億22百万円の営業損失）、受取配当金等の影響により経常利益は35億９百万円（前会計年

度比23.7％増）、当期純利益は34億96百万円（前会計年度比7.5％増）となりました。
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（２）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

当連結会計期間末における状況は以下のとおりであります。

（資産）

総資産は1,409億93百万円と前連結会計年度末に比べ43億38百万円の増加（+3.2％）となりました。この主な

要因は、現金及び預金が36億70百万円、仕掛品が17億13百万円、有形固定資産が15億76百万円増加、受取手形

及び売掛金が25億28百万円減少したことによるものであります。

（負債）

負債は712億80百万円と前連結会計年度末に比べ、43億33百万円の減少（△5.7％）となりました。この主な

要因は、支払手形及び買掛金が23億５百万円、未払金が12億98百万円、退職給付に係る負債が10億21百万円減

少したことによるものであります。

（純資産）

純資産は697億13百万円と前連結会計年度末に比べ、86億72百万円の増加（+14.2％）となりました。この主

な要因は、利益剰余金が64億３百万円、退職給付に係る調整累計額が４億62百万円増加したことによるもので

あります。

（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は、179億90百万円（前連結会計年度末比37億４百万円の増加）とな

りました。
　

（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・フローは、税金等調整前当期純利益139億65百万円、減価償却費100億97百万円

等による資金の増加がありましたが、法人税等の支払額51億50百万円等により、169億88百万円（前連結会計年

度比31億27百万円の収入減）となりました。
　

（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・フローは、有形固定資産の取得132億81百万円等により、△128億10百万円（前

連結会計年度比17億83百万円の支出増）となりました。
　

（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・フローは、長期借入による収入62億60百万円、長期借入金の返済による支出81

億81百万円、リース債務の返済による支出21億26百万円、短期借入金の増加56億71百万円等により△８億40百

万円（前連結会計年度比80億36百万円の支出減）となりました。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成26年３月期 平成27年３月期 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（％） 30.3 33.1 35.7 39.2 43.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

23.5 28.9 33.2 40.1 37.7

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率（％）

303.2 170.1 114.9 133.2 169.8

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

22.0 36.5 53.2 52.4 57.6

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／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）各指標は、いずれも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、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。

（注４）有利子負債は、連結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。
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（４）今後の見通し

今後の経済動向につきましては、国内においては雇用・所得環境の改善が続き、景気回復が見込まれます。世界経

済は引き続き緩やかな成長が続くと見られていますが、アメリカ、ヨーロッパでの政策の不確実性の影響によるリス

クが懸念されております。当社グループの関連する自動車業界におきましては、電気自動車（EV）や自動運転化とい

うイノベーションが同時並行で進行しており、大きな改革期を迎えております。当社においては開発機能の現地化の

推進及び米国での労働市場の逼迫に伴う労務費の増加の影響や新車立ち上げ費用の増加などを受けて、当面、厳しい

経営環境が続くものと推測されます。

このような経営環境の中、当社グループとしては引き続き一丸となって、経営目標の達成に向けた諸施策の具体化

と経営基盤の強化に努めてまいります。新興国等での事業拡大を図るとともに、海外拠点等での円滑な新車投入対応、

収益力増強のための生産性向上と原価低減活動をグループ総力を挙げて推進してまいります。

以上を踏まえ、次期の連結業績予想を以下の通り見込んでおります。

なお、為替レートにつきましては、１米ドル105円を想定しております。

（連結業績予想）

売上高 2,200億円 （対前期比 1.8％減）

営業利益 130億円 （対前期比 6.9％減）

経常利益 130億円 （対前期比 9.9％減）

親会社株主に帰属する当期純利益 72億円 （対前期比 6.6％減）

※上記予想は本資料の発表日現在において、当社が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、

経済情勢等様々な不確定要因により、予測数値と異なる場合があります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

IFRS（国際財務報告基準）の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮し、慎重に判断を行ってまいります。適

用時期については未定であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）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 15,928 19,598

受取手形及び売掛金 28,403 25,874

製品 830 958

仕掛品 7,896 9,610

原材料及び貯蔵品 5,098 4,977

繰延税金資産 2,329 1,707

その他 4,509 4,912

貸倒引当金 △89 △87

流動資産合計 64,906 67,553

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 41,098 44,261

減価償却累計額 △20,488 △21,405

減損損失累計額 △595 △584

建物及び構築物（純額） 20,014 22,270

機械装置及び運搬具 63,840 67,636

減価償却累計額 △44,358 △47,384

減損損失累計額 △596 △609

機械装置及び運搬具（純額） 18,885 19,641

工具、器具及び備品 28,844 29,580

減価償却累計額 △22,423 △24,701

減損損失累計額 △53 △57

工具、器具及び備品（純額） 6,366 4,821

土地 7,177 7,522

建設仮勘定 7,596 7,360

有形固定資産合計 60,040 61,617

無形固定資産

のれん 834 725

ソフトウエア 879 846

その他 0 0

無形固定資産合計 1,714 1,572

投資その他の資産

投資有価証券 8,013 8,313

長期貸付金 142 132

繰延税金資産 597 573

その他 1,247 1,237

貸倒引当金 △7 △6

投資その他の資産合計 9,993 10,250

固定資産合計 71,749 73,440

資産合計 136,655 140,993
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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 25,469 23,163

短期借入金 8,732 12,995

リース債務 1,907 1,171

未払金 3,137 1,839

未払法人税等 1,164 1,218

賞与引当金 1,995 1,487

その他 9,693 9,412

流動負債合計 52,100 51,287

固定負債

長期借入金 15,268 14,495

リース債務 894 185

繰延税金負債 4,142 3,260

退職給付に係る負債 2,539 1,518

その他 668 532

固定負債合計 23,513 19,992

負債合計 75,613 71,280

純資産の部

株主資本

資本金 5,821 5,821

資本剰余金 5,477 5,809

利益剰余金 42,428 48,832

自己株式 △502 △585

株主資本合計 53,225 59,878

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,669 2,694

為替換算調整勘定 △1,829 △1,543

退職給付に係る調整累計額 △462 0

その他の包括利益累計額合計 378 1,151

新株予約権 85 29

非支配株主持分 7,352 8,654

純資産合計 61,041 69,713

負債純資産合計 136,655 140,993
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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：百万円)
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 222,537 224,036

売上原価 189,889 192,011

売上総利益 32,648 32,024

販売費及び一般管理費 16,760 18,057

営業利益 15,888 13,966

営業外収益

受取利息 183 265

受取配当金 123 169

持分法による投資利益 348 340

補助金収入 45 187

その他 361 272

営業外収益合計 1,062 1,236

営業外費用

支払利息 380 299

為替差損 886 369

貸倒引当金繰入額 － △0

その他 34 114

営業外費用合計 1,301 782

経常利益 15,649 14,420

特別利益

固定資産売却益 30 24

投資有価証券売却益 － 14

補助金収入 － 390

特別利益合計 30 429

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 28 71

減損損失 357 357

固定資産圧縮損 － 390

企業年金基金脱退損失 － 60

その他 1 3

特別損失合計 388 884

税金等調整前当期純利益 15,292 13,965

法人税、住民税及び事業税 4,644 3,776

法人税等調整額 △199 92

法人税等合計 4,445 3,868

当期純利益 10,847 10,096

非支配株主に帰属する当期純利益 1,829 2,387

親会社株主に帰属する当期純利益 9,017 7,709
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
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 10,847 10,096

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 461 25

為替換算調整勘定 △3,571 497

退職給付に係る調整額 599 462

持分法適用会社に対する持分相当額 △222 52

その他の包括利益合計 △2,733 1,038

包括利益 8,113 11,135

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 6,839 8,483

非支配株主に係る包括利益 1,274 2,652
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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：百万円)

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 5,821 5,339 34,516 △610 45,067

当期変動額

剰余金の配当 △1,104 △1,104

親会社株主に帰属す

る当期純利益
9,017 9,017

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 137 108 245

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － 137 7,912 108 8,157

当期末残高 5,821 5,477 42,428 △502 53,225

その他の包括利益累計額

新株予約権 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 2,208 1,408 △1,061 2,555 119 7,360 55,102

当期変動額

剰余金の配当 △1,104

親会社株主に帰属す

る当期純利益
9,017

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 245

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

461 △3,238 599 △2,177 △33 △7 △2,219

当期変動額合計 461 △3,238 599 △2,177 △33 △7 5,938

当期末残高 2,669 △1,829 △462 378 85 7,352 61,041

決算短信（宝印刷） 2018年05月08日 12時35分 11ページ（Tess 1.50(64) 20180315_01）



河西工業株式会社(7256) 平成30年３月期 決算短信

- 10 -

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：百万円)

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 5,821 5,477 42,428 △502 53,225

当期変動額

剰余金の配当 △1,305 △1,305

親会社株主に帰属す

る当期純利益
7,709 7,709

自己株式の取得 △255 △255

自己株式の処分 332 172 504

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － 332 6,403 △82 6,653

当期末残高 5,821 5,809 48,832 △585 59,878

その他の包括利益累計額

新株予約権 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 2,669 △1,829 △462 378 85 7,352 61,041

当期変動額

剰余金の配当 △1,305

親会社株主に帰属す

る当期純利益
7,709

自己株式の取得 △255

自己株式の処分 504

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

25 285 462 773 △56 1,301 2,018

当期変動額合計 25 285 462 773 △56 1,301 8,672

当期末残高 2,694 △1,543 0 1,151 29 8,654 69,713
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
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 15,292 13,965

減価償却費 9,787 10,097

減損損失 357 357

のれん償却額 156 154

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 △0

受取利息及び受取配当金 △306 △434

支払利息 380 299

持分法による投資損益（△は益） △348 △340

賞与引当金の増減額（△は減少） 251 △485

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △264 △403

固定資産売却損益（△は益） △29 △24

固定資産除却損 28 71

固定資産圧縮損 － 390

投資有価証券売却損益（△は益） － △14

補助金収入 △45 △578

企業年金基金脱退損失 － 60

売上債権の増減額（△は増加） △2,600 2,650

たな卸資産の増減額（△は増加） △28 △1,718

仕入債務の増減額（△は減少） 1,317 △2,368

前受金の増減額（△は減少） 1,708 △1,920

未払金の増減額（△は減少） 272 △810

未払費用の増減額（△は減少） △595 804

未払消費税等の増減額（△は減少） △312 △343

その他 604 1,891

小計 25,594 21,298

利息及び配当金の受取額 631 599

利息の支払額 △383 △294

補助金の受取額 243 595

法人税等の支払額 △5,969 △5,150

企業年金基金脱退による支払額 － △60

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,115 16,988

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 △12,941 △13,281

有形固定資産の売却による収入 3,785 660

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

投資有価証券の売却による収入 － 18

貸付けによる支出 △161 △98

貸付金の回収による収入 183 110

無形固定資産の取得による支出 △289 △308

定期預金の預入による支出 △1,608 △382

定期預金の払戻による収入 － 465

関係会社株式の取得による支出 △17 －

その他 28 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,026 △12,810
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(単位：百万円)
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)

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） △1,500 5,671

長期借入れによる収入 5,378 6,260

長期借入金の返済による支出 △8,610 △8,181

自己株式の売却による収入 － 255

自己株式の取得による支出 △0 △255

配当金の支払額 △1,104 △1,305

非支配株主への配当金の支払額 △1,281 △1,351

リース債務の返済による支出 △1,947 △2,126

ストックオプションの行使による収入 189 193

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,877 △840

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,329 366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,117 3,704

現金及び現金同等物の期首残高 15,403 14,285

現金及び現金同等物の期末残高 14,285 17,990
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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。

(追加情報)

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)

（業績連動型株式報酬制度）
当社は、取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除く）並びに執行役員、技師長及び主務（以

下あわせて「取締役及び執行役員等」という。）を対象に、中長期的視野をもって、業績の向上と企業価
値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社の業績と株式価値との連動性が高く、かつ透明
性・客観性の高い報酬制度として、業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しており
ます。
本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実

務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）に準じております。

（1）取引の概要
本制度は、予め当社が定めた「株式給付規程」に基づき、一定の受益者要件を満たした当社の取締役及

び執行役員等に対し、当社株式を給付する仕組みです。
当社は、取締役及び執行役員等に対し、役位及び業績達成度、業績貢献度に応じて各事業年度にポイン

トを付与し、原則として取締役及び執行役員等が退任し、受益者要件を満たした場合、所定の受益者確定
手続きを行うことにより、退任時に定められた確定ポイント数に応じた数の当社株式を給付します。
取締役及び執行役員等に対して給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取

得し、信託財産として分別管理するものとします。

（2）信託が保有する自社の株式に関する事項
① 信託における帳簿価額は、当連結会計年度 255百万円であります。
② 当該自社の株式155,429株は、株主資本において自己株式として計上しております。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社

の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。

当社グループは、主に自動車内装部品を生産・販売しており、国内においては当社及び国内関係会社が、海外に

おいては北米（米国、メキシコ）、欧州（主に英国）、アジア（主に中国）の各地域をKASAI NORTH AMERICA

INC.(米国）、KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.（メキシコ）、KASAI UK LTD（英国）、広州河西汽車内飾件㈲（中

国）及びその他の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ各地域での製造・販売戦略を立案

し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、

「北米」、「欧州」、及び「アジア」の４つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、自動車内

装部品の生産・販売が90%以上を占めております。

　

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね

同一であります。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高

は第三者間取引価格に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

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）

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２日本 北米 欧州 アジア 計

売上高

外部顧客への
売上高

67,689 101,701 15,415 37,732 222,537 － 222,537

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

8,223 1 － 471 8,696 △8,696 －

計 75,912 101,703 15,415 38,203 231,234 △8,696 222,537

セグメント利益 2,366 5,889 1,266 6,749 16,272 △383 15,888

セグメント資産 54,624 45,071 8,153 31,799 139,649 △2,994 136,655

その他の項目

減価償却費 3,967 4,191 556 1,109 9,823 △36 9,787

のれんの償却額 － － 156 － 156 － 156

有形固定資産及び
無形固定資産の
増加額

7,600 4,458 706 1,591 14,358 － 14,358

　

(注) １ セグメント利益の調整額△383百万円は、セグメント間取引消去であります。

セグメント資産の調整額△2,994百万円は、セグメント間取引消去であります。

減価償却費の調整額△36百万円は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ 報告セグメントの変更等に関する事項

　 該当事項はありません。

４ 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

　 （固定資産に係る重要な減損損失）

　 「日本」セグメントにおいて、332百万円の減損損失を計上しております。

　 「アジア」セグメントにおいて、24百万円の減損損失を計上しております。

　 （のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。
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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：百万円）

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２日本 北米 欧州 アジア 計

売上高

外部顧客への
売上高

64,612 97,190 15,567 46,666 224,036 － 224,036

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

10,174 9 － 445 10,629 △10,629 －

計 74,787 97,200 15,567 47,111 234,665 △10,629 224,036

セグメント利益 2,911 2,172 497 8,817 14,399 △432 13,966

セグメント資産 57,884 42,167 10,547 36,959 147,558 △6,565 140,993

その他の項目

減価償却費 4,437 3,971 516 1,218 10,144 △47 10,097

のれんの償却額 － － 154 － 154 － 154

有形固定資産及び
無形固定資産の増
加額

6,897 4,621 819 980 13,319 － 13,319

　

(注) １ セグメント利益の調整額△432百万円は、セグメント間取引消去であります。

セグメント資産の調整額△6,565百万円は、セグメント間取引消去であります。

減価償却費の調整額△47百万円は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ 報告セグメントの変更等に関する事項

（報告セグメントの区分方法の変更）

　 当連結会計年度より、当社グループ内の業績管理区分の一部見直しに伴い、「アジア」に含めていた

KASAI INDIA (CHENNAI) PRIVATE LTD.（インド）を「欧州」に変更しております。

なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しており

ます。

４ 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

　 （固定資産に係る重要な減損損失）

　 「日本」セグメントにおいて、348百万円の減損損失を計上しております。

　 「アジア」セグメントにおいて、8百万円の減損損失を計上しております。

　 （のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。
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(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 1,398円75銭 1,582円11銭

１株当たり当期純利益金額 236円29銭 200円46銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 235円15銭 199円82銭

(注)１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 9,017 7,709

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

9,017 7,709

普通株式の期中平均株式数(株) 38,161,900 38,458,450

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(株) 185,210 124,806

(うち新株予約権(株)) (185,210) (124,806)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
の概要

－

２．１株当たり純資産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
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 61,041 69,713

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 7,438 8,683

(うち新株予約権(百万円)) (85) (29)

(うち非支配株主持分(百万円)) (7,352) (8,654)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 53,603 61,030

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株)

38,322,342 38,575,317

３．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株あたり当期純利益の算

定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株あたり純資産額の算定

上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

１株あたり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度０株、当連結会

計年度155,429株であり、１株あたり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会

計年度０株、当連結会計年度155,429株であります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

（１）役員の異動（平成30年６月22日付）

　

　１)代表者の異動

該当の事項はありません。

　２)その他の役員の異動

①新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

取締役（社外取締役） 上島 宏之

②退任予定取締役

取締役（社外取締役） 池本 眞也

③新任監査等委員である取締役候補者

取締役 監査等委員（社外取締役） 伊豆野 学

取締役 監査等委員（社外取締役） 横山 和彦

④退任予定監査等委員である取締役

取締役 監査等委員（常勤） 久保 義弘

取締役 監査等委員（社外取締役） 渡邉 眞也
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