
平成30年5月17日 
各位

会社名  株式会社大真空

代表者名 代表取締役社長 長谷川 宗平

（コード番号 6962 東証第1部） 
問合せ先 常務取締役 管理本部長 前田 宏

TEL: (079)426-3211 

（訂正・数値データ訂正）「平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の

一部訂正について 

当社は、平成29年 11月10日に公表いたしました「平成30年 3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕

(連結)」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

記 

１．訂正の経緯および理由 

当社の在外子会社において過去の繰延税金資産の計上に誤謬があることが判明し、訂正いたしました。 

2．訂正箇所

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後および訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正の箇所には下線を付して表

示しております。

以上



平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年11月10日

上場会社名 株式会社 大真空 上場取引所 東

コード番号 6962 URL http://www.kds.info

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 長谷川　宗平

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役　管理本部長 （氏名） 前田　宏 TEL 079- 426- 3211

四半期報告書提出予定日 平成29年11月13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 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

（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 15,399 1.5 600 19.0 753 ― 422 ―

29年3月期第2四半期 15,173 △8.5 504 643.1 △328 ― △302 ―

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　1,058百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△2,077百万円 （―％）

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2四半期 52.33 ―

29年3月期第2四半期 △37.51 ―

※当社は平成28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実施しております。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、
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 60,911 31,966 44.5

29年3月期 60,819 31,237 43.6

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 27,086百万円 29年3月期 26,506百万円

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 ― 1.00 ― 25.00 ―

30年3月期 ― 15.00

30年3月期（予想） ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

※　１　詳細は、本日（平成29年11月10日）公表いたしました「剰余金の配当（第２四半期末配当）に関するお知らせ」をご参照ください。当社は定款において期

　　　　 末日を基準日と定めておりますが、平成30年３月期の期末配当予想額につきましては、未定であります。

　　 ２　当社は平成28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実施しております。平成29年３月期の第２四半期以前の配当金については

　　　　 当該株式併合前の実際の配当金の額を記載しておりますので、年間配当金合計は「－」として記載しております。

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 34,000 9.8 1,440 3.2 1,440 △7.2 740 7.0 91.63

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

【訂正後】



※ 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（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) 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９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」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2Q 9,049,242 株 29年3月期 9,049,242 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 974,489 株 29年3月期 973,573 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 8,075,221 株 29年3月期2Q 8,077,448 株

※当社は平成28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実施したため、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、期中平均株式数を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。

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。

（決算補足説明資料の入手方法）

平成29年11月29日開催予定の決算説明会後、当社ホームページに記載する予定です。
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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）におけるわが国経済は、企業収益は底堅

く、個人消費に持ち直しの動きが見られるなど緩やかな回復傾向で推移しました。世界経済におきましては、米

国は雇用環境の改善や個人消費が底堅く推移するなど拡大基調が続き、欧州におきましても雇用環境の改善など

緩やかな回復基調となりました。また、中国ではインフラ投資などを背景に持ち直しの動きが見られました。

 このような環境の中、当社グループが属する電子部品マーケットにおきましては、中国スマホ向けの製品が低

調な推移となりましたが、カーエレクトロニクス向けや産業機器向けの販売が堅調に推移した結果、売上高は

15,399百万円（前年同期比1.5%増）となりました。利益面につきましては、増収などにより営業利益は600百万

円（前年同期比19.0%増）となりました。また、営業外収益に為替差益146百万円を計上した結果、経常利益は

753百万円（前年同期は経常損失328百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は422百万円（前年同期は親

会社株主に帰属する四半期純損失302百万円）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の総資産は、前期末と比較して92百万円増加し、60,911百万円となりました。こ

れは主に棚卸資産の増加などによるものであります。

 負債合計は、前期末に比べ636百万円減少し、28,945百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が

減少したことによるものであります。

 純資産合計は、前期末に比べ728百万円増加し、31,966百万円となりました。これは主に為替換算調整勘定が

増加したことによるものであります。

自己資本比率は、前期末に比べ0.9ポイント増加し、44.5％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月期の通期の業績予想につきましては、平成29年５月12日発表の業績予想に変更はありません。
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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：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 17,203,558 15,616,193 

受取手形及び売掛金 7,380,990 8,061,251 

有価証券 360,191 819,509 

商品及び製品 3,145,328 3,912,608 

仕掛品 3,074,162 2,917,910 

原材料及び貯蔵品 3,214,471 3,536,790 

繰延税金資産 306,753 323,430 

その他 2,301,538 1,092,522 

貸倒引当金 △12,135 △12,838 

流動資産合計 36,974,860 36,267,377 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 3,734,021 3,612,705 

機械装置及び運搬具（純額） 8,220,481 9,151,634 

工具、器具及び備品（純額） 817,813 848,619 

土地 5,704,789 5,718,103 

リース資産（純額） 704,766 670,330 

建設仮勘定 1,218,919 1,128,151 

有形固定資産合計 20,400,792 21,129,545 

無形固定資産 168,066 182,325 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,716,820 1,820,304 

長期貸付金 177 89 

繰延税金資産 340,183 365,692 

その他 1,298,158 1,225,893 

貸倒引当金 △79,800 △79,800 

投資その他の資産合計 3,275,539 3,332,179 

固定資産合計 23,844,397 24,644,049 

資産合計 60,819,257 60,911,427 
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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２四半期連結会計期間 
(平成29年９月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,224,582 2,778,711 

短期借入金 1,525,350 2,052,832 

1年内返済予定の長期借入金 5,089,212 3,549,494 

リース債務 68,464 69,228 

未払金 1,535,545 1,255,068 

未払法人税等 528,486 397,299 

賞与引当金 461,207 476,655 

役員賞与引当金 15,000 7,500 

繰延税金負債 1,080 4,277 

その他 778,454 845,413 

流動負債合計 13,227,385 11,436,482 

固定負債 

長期借入金 12,851,468 14,166,817 

リース債務 640,642 605,835 

繰延税金負債 865,555 764,515 

退職給付に係る負債 1,691,864 1,669,245 

長期未払金 172,560 169,224 

資産除去債務 25,216 25,427 

その他 107,096 107,661 

固定負債合計 16,354,404 17,508,726 

負債合計 29,581,790 28,945,209 

純資産の部 

株主資本 

資本金 19,344,883 19,344,883 

資本剰余金 7,158,606 7,158,606 

利益剰余金 687,638 908,355 

自己株式 △1,917,465 △1,919,066 

株主資本合計 25,273,663 25,492,779 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 423,932 526,312 

為替換算調整勘定 831,403 1,076,221 

退職給付に係る調整累計額 △22,449 △8,892 

その他の包括利益累計額合計 1,232,886 1,593,640 

非支配株主持分 4,730,917 4,879,798 

純資産合計 31,237,467 31,966,218 

負債純資産合計 60,819,257 60,911,427 
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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 15,173,017 15,399,294 

売上原価 11,735,625 11,666,985 

売上総利益 3,437,392 3,732,309 

販売費及び一般管理費 2,932,638 3,131,562 

営業利益 504,754 600,746 

営業外収益 

受取利息 22,534 24,422 

受取配当金 22,820 19,307 

為替差益 － 146,873 

その他 54,969 73,560 

営業外収益合計 100,324 264,163 

営業外費用 

支払利息 67,008 64,676 

為替差損 829,286 － 

その他 37,485 47,136 

営業外費用合計 933,781 111,813 

経常利益又は経常損失（△） △328,702 753,096 

特別利益 

固定資産売却益 38,342 31,896 

投資有価証券売却益 11,193 30,193 

退職給付信託設定益 124,413 － 

特別利益合計 173,949 62,090 

特別損失 

固定資産売却損 1,224 10,459 

固定資産除却損 4,797 220 

減損損失 78,184 58,965 

子会社株式売却損 54,567 － 

特別損失合計 138,773 69,645 

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（△） 
△293,525 745,541 

法人税、住民税及び事業税 148,884 313,362 

過年度法人税等 － 30,873 

法人税等調整額 △187,598 △193,815 

法人税等合計 △38,713 150,421 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △254,812 595,120 

非支配株主に帰属する四半期純利益 48,159 172,512 

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（△） 
△302,972 422,608 
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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) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △254,812 595,120 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △119,711 102,379 

為替換算調整勘定 △1,732,334 347,431 

退職給付に係る調整額 29,298 13,932 

その他の包括利益合計 △1,822,748 463,743 

四半期包括利益 △2,077,561 1,058,863 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,711,710 783,362 

非支配株主に係る四半期包括利益 △365,850 275,500 
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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又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
△293,525 745,541 

減価償却費 1,252,544 1,352,610 

長期前払費用償却額 42,315 38,083 

減損損失 78,184 58,965 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,214 679 

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,257 14,656 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,500 △7,500 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 31,388 △9,818 

受取利息及び受取配当金 △45,354 △43,730 

支払利息 67,008 64,676 

為替差損益（△は益） 55,735 △40,601 

退職給付信託設定損益（△は益） △124,413 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △11,193 △30,193 

子会社株式売却損益（△は益） 54,567 － 

有形固定資産売却損益（△は益） △37,118 △21,437 

有形固定資産除却損 4,797 220 

売上債権の増減額（△は増加） △1,030,716 △501,860 

たな卸資産の増減額（△は増加） △62,313 △711,051 

仕入債務の増減額（△は減少） 960,759 △631,975 

その他 △123,125 337,548 

小計 735,997 614,814 

利息及び配当金の受取額 45,354 43,730 

利息の支払額 △66,927 △59,377 

法人税等の支払額 △178,026 △420,599 

営業活動によるキャッシュ・フロー 536,397 178,567 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △263,344 △711,391 

有価証券の売却による収入 48,969 258,419 

有形固定資産の取得による支出 △2,955,334 △2,385,374 

有形固定資産の売却による収入 59,560 57,720 

無形固定資産の取得による支出 △2,305 △29,314 

投資有価証券の取得による支出 △4,088 △4,051 

投資有価証券の売却による収入 17,796 85,544 

貸付けによる支出 △100 － 

貸付金の回収による収入 543 545 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

支出 
△140,847 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
－ 989,088 

その他 13,153 38,081 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,225,996 △1,700,732 
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（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) 

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） － 515,959 

長期借入れによる収入 2,984,000 3,534,000 

長期借入金の返済による支出 △2,168,274 △3,770,510 

リース債務の返済による支出 △39,349 △34,042 

配当金の支払額 △81,124 △200,842 

非支配株主への配当金の支払額 △118,032 △126,834 

自己株式の取得による支出 △1,718 △1,600 

財務活動によるキャッシュ・フロー 575,499 △83,871 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △844,630 18,670 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,958,730 △1,587,365 

現金及び現金同等物の期首残高 20,410,029 17,303,922 

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,451,299 15,716,557 
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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）

 一部の連結子会社の税金費用については、当第２四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】

Ⅰ 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） 

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：千円） 

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 日本 北米 

（注）３ 
欧州 

（注）３ 
中国 台湾 アジア 

（注）３ 
計 

売上高 

外部顧客への

売上高 
3,465,479 818,676 1,235,006 5,248,464 3,391,345 1,014,044 15,173,017 － 15,173,017 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

9,398,536 18,117 1,697 973,897 1,367,834 2,530,994 14,291,077 △14,291,077 － 

計 12,864,016 836,793 1,236,704 6,222,362 4,759,179 3,545,039 29,464,095 △14,291,077 15,173,017 

セグメント利益

又は損失（△） 
521,295 3,843 40,651 △223,977 339,997 △109,151 572,659 △67,905 504,754 

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額△67,905千円には、セグメント間取引消去△41,736千円、その

他の調整額△26,168千円が含まれております。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国

(2）欧州………ドイツ

(3）アジア……インドネシア、シンガポール、タイ

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

（単位：千円）

日本 北米 欧州 中国 台湾 アジア 合計

減損損失 － － － － 78,184 － 78,184
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Ⅱ 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） 

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：千円） 

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 日本 北米 

（注）３ 
欧州 

（注）３ 
中国 台湾 アジア 

（注）３ 
計 

売上高 

外部顧客への

売上高 
3,727,065 860,479 1,495,034 4,923,876 3,290,375 1,102,463 15,399,294 - 15,399,294 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

9,047,662 20,414 1,470 969,464 2,150,644 3,437,607 15,627,263 △15,627,263 - 

計 12,774,728 880,893 1,496,504 5,893,340 5,441,020 4,540,070 31,026,558 △15,627,263 15,399,294 

セグメント利益

又は損失（△） 
183,240 8,175 27,978 △298,016 499,603 177,395 598,377 2,368 600,746 

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額2,368千円には、セグメント間取引消去11,873千円、その他の調

整額△9,504千円が含まれております。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国

(2）欧州………ドイツ

(3）アジア……インドネシア、シンガポール、タイ

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

（単位：千円）

日本 北米 欧州 中国 台湾 アジア 合計

減損損失 11,990 － － － 46,975 － 58,965
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平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年11月10日

上場会社名 株式会社 大真空 上場取引所 東

コード番号 6962 URL http://www.kds.info

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 長谷川　宗平

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役　管理本部長 （氏名） 前田　宏 TEL 079- 426- 3211

四半期報告書提出予定日 平成29年11月13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 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

（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 15,399 1.5 600 19.0 753 ― 422 ―

29年3月期第2四半期 15,173 △8.5 504 643.1 △328 ― △302 ―

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　1,058百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△2,064百万円 （―％）

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2四半期 52.33 ―

29年3月期第2四半期 △37.51 ―

※当社は平成28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実施しております。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、
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 60,787 31,842 44.4

29年3月期 60,696 31,114 43.5

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 26,962百万円 29年3月期 26,383百万円

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 ― 1.00 ― 25.00 ―

30年3月期 ― 15.00

30年3月期（予想） ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

※　１　詳細は、本日（平成29年11月10日）公表いたしました「剰余金の配当（第２四半期末配当）に関するお知らせ」をご参照ください。当社は定款において期

　　　　 末日を基準日と定めておりますが、平成30年３月期の期末配当予想額につきましては、未定であります。

　　 ２　当社は平成28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実施しております。平成29年３月期の第２四半期以前の配当金については

　　　　 当該株式併合前の実際の配当金の額を記載しておりますので、年間配当金合計は「－」として記載しております。

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 34,000 9.8 1,440 3.2 1,440 △7.2 740 6.4 91.63

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

【訂正前】



※ 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（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) 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９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」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2Q 9,049,242 株 29年3月期 9,049,242 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 974,489 株 29年3月期 973,573 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 8,075,221 株 29年3月期2Q 8,077,448 株

※当社は平成28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実施したため、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、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

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。

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。

（決算補足説明資料の入手方法）

平成29年11月29日開催予定の決算説明会後、当社ホームページに記載する予定です。
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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）におけるわが国経済は、企業収益は底堅

く、個人消費に持ち直しの動きが見られるなど緩やかな回復傾向で推移しました。世界経済におきましては、米

国は雇用環境の改善や個人消費が底堅く推移するなど拡大基調が続き、欧州におきましても雇用環境の改善など

緩やかな回復基調となりました。また、中国ではインフラ投資などを背景に持ち直しの動きが見られました。

 このような環境の中、当社グループが属する電子部品マーケットにおきましては、中国スマホ向けの製品が低

調な推移となりましたが、カーエレクトロニクス向けや産業機器向けの販売が堅調に推移した結果、売上高は

15,399百万円（前年同期比1.5%増）となりました。利益面につきましては、増収などにより営業利益は600百万

円（前年同期比19.0%増）となりました。また、営業外収益に為替差益146百万円を計上した結果、経常利益は

753百万円（前年同期は経常損失328百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は422百万円（前年同期は親

会社株主に帰属する四半期純損失302百万円）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の総資産は、前期末と比較して91百万円増加し、60,787百万円となりました。こ

れは主に棚卸資産の増加などによるものであります。

 負債合計は、前期末に比べ636百万円減少し、28,945百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が

減少したことによるものであります。

 純資産合計は、前期末に比べ728百万円増加し、31,842百万円となりました。これは主に為替換算調整勘定が

増加したことによるものであります。

自己資本比率は、前期末に比べ0.9ポイント増加し、44.4％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月期の通期の業績予想につきましては、平成29年５月12日発表の業績予想に変更はありません。
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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：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 17,203,558 15,616,193 

受取手形及び売掛金 7,380,990 8,061,251 

有価証券 360,191 819,509 

商品及び製品 3,145,328 3,912,608 

仕掛品 3,074,162 2,917,910 

原材料及び貯蔵品 3,214,471 3,536,790 

繰延税金資産 306,753 323,430 

その他 2,301,538 1,092,522 

貸倒引当金 △12,135 △12,838 

流動資産合計 36,974,860 36,267,377 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 3,734,021 3,612,705 

機械装置及び運搬具（純額） 8,220,481 9,151,634 

工具、器具及び備品（純額） 817,813 848,619 

土地 5,704,789 5,718,103 

リース資産（純額） 704,766 670,330 

建設仮勘定 1,218,919 1,128,151 

有形固定資産合計 20,400,792 21,129,545 

無形固定資産 168,066 182,325 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,716,820 1,820,304 

長期貸付金 177 89 

繰延税金資産 217,143 242,059 

その他 1,298,158 1,225,893 

貸倒引当金 △79,800 △79,800 

投資その他の資産合計 3,152,499 3,208,547 

固定資産合計 23,721,357 24,520,417 

資産合計 60,696,217 60,787,795 
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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２四半期連結会計期間 
(平成29年９月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,224,582 2,778,711 

短期借入金 1,525,350 2,052,832 

1年内返済予定の長期借入金 5,089,212 3,549,494 

リース債務 68,464 69,228 

未払金 1,535,545 1,255,068 

未払法人税等 528,486 397,299 

賞与引当金 461,207 476,655 

役員賞与引当金 15,000 7,500 

繰延税金負債 1,080 4,277 

その他 778,454 845,413 

流動負債合計 13,227,385 11,436,482 

固定負債 

長期借入金 12,851,468 14,166,817 

リース債務 640,642 605,835 

繰延税金負債 865,555 764,515 

退職給付に係る負債 1,691,864 1,669,245 

長期未払金 172,560 169,224 

資産除去債務 25,216 25,427 

その他 107,096 107,661 

固定負債合計 16,354,404 17,508,726 

負債合計 29,581,790 28,945,209 

純資産の部 

株主資本 

資本金 19,344,883 19,344,883 

資本剰余金 7,158,606 7,158,606 

利益剰余金 555,433 776,150 

自己株式 △1,917,465 △1,919,066 

株主資本合計 25,141,458 25,360,574 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 423,932 526,312 

為替換算調整勘定 840,568 1,084,793 

退職給付に係る調整累計額 △22,449 △8,892 

その他の包括利益累計額合計 1,242,051 1,602,213 

非支配株主持分 4,730,917 4,879,798 

純資産合計 31,114,427 31,842,586 

負債純資産合計 60,696,217 60,787,795 
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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 15,173,017 15,399,294 

売上原価 11,735,625 11,666,985 

売上総利益 3,437,392 3,732,309 

販売費及び一般管理費 2,932,638 3,131,562 

営業利益 504,754 600,746 

営業外収益 

受取利息 22,534 24,422 

受取配当金 22,820 19,307 

為替差益 － 146,873 

その他 54,969 73,560 

営業外収益合計 100,324 264,163 

営業外費用 

支払利息 67,008 64,676 

為替差損 829,286 － 

その他 37,485 47,136 

営業外費用合計 933,781 111,813 

経常利益又は経常損失（△） △328,702 753,096 

特別利益 

固定資産売却益 38,342 31,896 

投資有価証券売却益 11,193 30,193 

退職給付信託設定益 124,413 － 

特別利益合計 173,949 62,090 

特別損失 

固定資産売却損 1,224 10,459 

固定資産除却損 4,797 220 

減損損失 78,184 58,965 

子会社株式売却損 54,567 － 

特別損失合計 138,773 69,645 

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（△） 
△293,525 745,541 

法人税、住民税及び事業税 148,884 313,362 

過年度法人税等 － 30,873 

法人税等調整額 △187,598 △193,815 

法人税等合計 △38,713 150,421 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △254,812 595,120 

非支配株主に帰属する四半期純利益 48,159 172,512 

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（△） 
△302,972 422,608 
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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) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △254,812 595,120 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △119,711 102,379 

為替換算調整勘定 △1,719,231 346,839 

退職給付に係る調整額 29,298 13,932 

その他の包括利益合計 △1,809,644 463,151 

四半期包括利益 △2,064,457 1,058,271 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,698,606 782,770 

非支配株主に係る四半期包括利益 △365,850 275,500 
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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又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
△293,525 745,541 

減価償却費 1,252,544 1,352,610 

長期前払費用償却額 42,315 38,083 

減損損失 78,184 58,965 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,214 679 

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,257 14,656 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,500 △7,500 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 31,388 △9,818 

受取利息及び受取配当金 △45,354 △43,730 

支払利息 67,008 64,676 

為替差損益（△は益） 55,735 △40,601 

退職給付信託設定損益（△は益） △124,413 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △11,193 △30,193 

子会社株式売却損益（△は益） 54,567 － 

有形固定資産売却損益（△は益） △37,118 △21,437 

有形固定資産除却損 4,797 220 

売上債権の増減額（△は増加） △1,030,716 △501,860 

たな卸資産の増減額（△は増加） △62,313 △711,051 

仕入債務の増減額（△は減少） 960,759 △631,975 

その他 △123,125 337,548 

小計 735,997 614,814 

利息及び配当金の受取額 45,354 43,730 

利息の支払額 △66,927 △59,377 

法人税等の支払額 △178,026 △420,599 

営業活動によるキャッシュ・フロー 536,397 178,567 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券の取得による支出 △263,344 △711,391 

有価証券の売却による収入 48,969 258,419 

有形固定資産の取得による支出 △2,955,334 △2,385,374 

有形固定資産の売却による収入 59,560 57,720 

無形固定資産の取得による支出 △2,305 △29,314 

投資有価証券の取得による支出 △4,088 △4,051 

投資有価証券の売却による収入 17,796 85,544 

貸付けによる支出 △100 － 

貸付金の回収による収入 543 545 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

支出 
△140,847 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
－ 989,088 

その他 13,153 38,081 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,225,996 △1,700,732 
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    （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) 

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） － 515,959 

長期借入れによる収入 2,984,000 3,534,000 

長期借入金の返済による支出 △2,168,274 △3,770,510 

リース債務の返済による支出 △39,349 △34,042 

配当金の支払額 △81,124 △200,842 

非支配株主への配当金の支払額 △118,032 △126,834 

自己株式の取得による支出 △1,718 △1,600 

財務活動によるキャッシュ・フロー 575,499 △83,871 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △844,630 18,670 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,958,730 △1,587,365 

現金及び現金同等物の期首残高 20,410,029 17,303,922 

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,451,299 15,716,557 
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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）

 一部の連結子会社の税金費用については、当第２四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】

Ⅰ 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） 

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：千円） 

  報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２   日本 北米 

（注）３ 
欧州 

（注）３ 
中国 台湾 アジア 

（注）３ 
計 

売上高                  

外部顧客への

売上高 
3,465,479 818,676 1,235,006 5,248,464 3,391,345 1,014,044 15,173,017 － 15,173,017 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

9,398,536 18,117 1,697 973,897 1,367,834 2,530,994 14,291,077 △14,291,077 － 

計 12,864,016 836,793 1,236,704 6,222,362 4,759,179 3,545,039 29,464,095 △14,291,077 15,173,017 

セグメント利益

又は損失（△） 
521,295 3,843 40,651 △223,977 339,997 △109,151 572,659 △67,905 504,754 

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額△67,905千円には、セグメント間取引消去△41,736千円、その

他の調整額△26,168千円が含まれております。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国

(2）欧州………ドイツ

(3）アジア……インドネシア、シンガポール、タイ

 

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

（単位：千円）

  日本 北米 欧州 中国 台湾 アジア 合計

減損損失 － － － － 78,184 － 78,184
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Ⅱ 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） 

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：千円） 

  報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２   日本 北米 

（注）３ 
欧州 

（注）３ 
中国 台湾 アジア 

（注）３ 
計 

売上高                  

外部顧客への

売上高 
3,727,065 860,479 1,495,034 4,923,876 3,290,375 1,102,463 15,399,294 - 15,399,294 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

9,047,662 20,414 1,470 969,464 2,150,644 3,437,607 15,627,263 △15,627,263 - 

計 12,774,728 880,893 1,496,504 5,893,340 5,441,020 4,540,070 31,026,558 △15,627,263 15,399,294 

セグメント利益

又は損失（△） 
183,240 8,175 27,978 △298,016 499,603 177,395 598,377 2,368 600,746 

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額2,368千円には、セグメント間取引消去11,873千円、その他の調

整額△9,504千円が含まれております。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国

(2）欧州………ドイツ

(3）アジア……インドネシア、シンガポール、タイ

 

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

（単位：千円）

  日本 北米 欧州 中国 台湾 アジア 合計

減損損失 11,990 － － － 46,975 － 58,965
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