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(百万円未満切捨て)

１．平成31年3月期第１四半期の連結業績（平成30年4月１日～平成30年6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 ％

31年3月期第１四半期 2,458 29.3 112 176.0 122 2.3 88 11.8

30年3月期第１四半期 1,901 3.9 40 △49.7 119 － 78 －

(注)包括利益 31年3月期第１四半期 275 百万円 ( 80.8％) 30年3月期第１四半期 152 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

31年3月期第１四半期 14.73 ―

30年3月期第１四半期 13.17 ―
　
（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 ％

31年3月期第１四半期 8,770 5,141 46.2

30年3月期 8,556 4,937 46.0

(参考) 自己資本 31年3月期第１四半期 4,047 百万円 30年3月期 3,932 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

　30年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

　31年3月期 ―

　31年3月期(予想) 0.00 ― 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

(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) 31年3月期１Ｑ 6,000,000株 30年3月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 31年3月期１Ｑ 4,827株 30年3月期 4,827株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期１Ｑ 5,995,173株 30年3月期１Ｑ 5,995,955株

　

※ 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

　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１四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、米国の通商政策への懸念や欧州の不安定な政治情勢などにより、先行きが不透明

な状況が続きました。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、軽自動車の販売は堅調に推移したものの、登録車が全体の

販売台数を押し下げる形となり、国内の新車販売台数は前年度実績を下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2,458百万円（前年同期比29.3％増）、営業利

益は112百万円（前年同期比176.0％増）、経常利益は122百万円（前年同期2.3％増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は88百万円（前年同期比11.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における資産の合計は、8,770百万円（前連結会計年度末8,556百万円）となり、213

百万円増加しました。流動資産は4,569百万円となり137百万円増加し、固定資産は4,200百万円となり76百万円増加

しました。

当第１四半期連結会計期間末における負債の合計は、3,628百万円（前連結会計年度末3,619百万円）となり、9百

万円増加しました。流動負債は3,094百万円となり96百万円増加し、固定負債は534百万円となり87百万円減少しま

した。

当第１四半期連結会計期間末における純資産の合計は、5,141百万円（前連結会計年度末4,937百万円）となり、

203百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年３月期（平成30年４月１日～平成31年３月31日）連結業績予想につきましては、平成30年５月８日に発

表しました予想から修正は行っておりません。

決算短信（宝印刷） 2018年08月03日 09時07分 4ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



株式会社タツミ(7268) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

3　 ― ―

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30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,199,336 1,320,924

受取手形及び売掛金 931,254 1,032,836

電子記録債権 799,936 759,740

商品及び製品 142,946 148,521

仕掛品 360,269 410,182

原材料及び貯蔵品 581,829 488,573

未収入金 383,706 382,021

その他 33,213 27,107

流動資産合計 4,432,492 4,569,908

固定資産

有形固定資産

建物 2,865,198 2,937,871

減価償却累計額 △1,609,460 △1,635,198

建物（純額） 1,255,738 1,302,672

構築物 170,988 170,988

減価償却累計額 △140,489 △141,267

構築物（純額） 30,499 29,721

機械及び装置 5,615,634 5,710,634

減価償却累計額 △3,829,148 △3,930,523

機械及び装置（純額） 1,786,486 1,780,110

車両運搬具 27,797 29,162

減価償却累計額 △13,933 △15,278

車両運搬具（純額） 13,863 13,884

工具、器具及び備品 495,538 517,654

減価償却累計額 △359,794 △367,822

工具、器具及び備品（純額） 135,744 149,832

土地 181,111 227,326

リース資産 147,555 144,305

減価償却累計額 △19,212 △23,299

リース資産（純額） 128,342 121,005

建設仮勘定 31,149 10,900

有形固定資産合計 3,562,936 3,635,453

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 2,791 2,523

その他 847 847

無形固定資産合計 8,531 8,263
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

投資その他の資産

投資有価証券 150,851 126,237

長期前払費用 21 21

退職給付に係る資産 335,755 343,882

繰延税金資産 3,289 3,217

その他 62,710 83,108

投資その他の資産合計 552,628 556,466

固定資産合計 4,124,097 4,200,184

資産合計 8,556,590 8,770,092

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 381,780 352,770

短期借入金 855,000 935,000

1年内返済予定の長期借入金 261,108 253,473

リース債務 24,332 31,253

未払金及び未払費用 1,202,647 1,148,934

未払法人税等 32,887 36,056

賞与引当金 166,688 251,187

役員賞与引当金 4,627 8,139

その他 68,120 77,207

流動負債合計 2,997,191 3,094,022

固定負債

長期借入金 408,001 347,974

リース債務 117,050 96,717

長期未払金 5,970 5,970

繰延税金負債 72,246 38,627

退職給付に係る負債 18,801 45,645

固定負債合計 622,069 534,933

負債合計 3,619,260 3,628,955

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 2,570,518 2,586,890

自己株式 △1,808 △1,808

株主資本合計 3,985,484 4,001,857

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 54,582 37,420

為替換算調整勘定 △182,244 △64,456

退職給付に係る調整累計額 74,846 73,129

その他の包括利益累計額合計 △52,816 46,094

非支配株主持分 1,004,661 1,093,185

純資産合計 4,937,329 5,141,137

負債純資産合計 8,556,590 8,770,092
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 1,901,490 2,458,485

売上原価 1,667,115 2,163,208

売上総利益 234,374 295,277

販売費及び一般管理費 193,741 183,116

営業利益 40,633 112,161

営業外収益

受取利息 3,015 543

受取配当金 2,742 3,264

設備使用料 3,201 1,029

為替差益 72,327 7,917

その他 2,224 1,846

営業外収益合計 83,511 14,601

営業外費用

支払利息 4,611 3,770

その他 - 667

営業外費用合計 4,611 4,438

経常利益 119,534 122,323

特別利益

固定資産売却益 - 13

特別利益合計 - 13

特別損失

固定資産除却損 3,360 277

減損損失 435 16

特別損失合計 3,795 293

税金等調整前四半期純利益 115,738 122,043

法人税等 37,833 23,730

四半期純利益 77,905 98,312

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△1,073 9,998

親会社株主に帰属する四半期純利益 78,979 88,314
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 77,905 98,312

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,958 △17,161

為替換算調整勘定 68,396 196,314

退職給付に係る調整額 1,252 △1,716

その他の包括利益合計 74,607 177,436

四半期包括利益 152,513 275,749

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 126,228 187,225

非支配株主に係る四半期包括利益 26,285 88,524
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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１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６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 115,738 122,043

減価償却費 96,918 163,151

減損損失 435 16

有形固定資産除却損 3,360 277

退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △6,642 △8,126

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,198 3,483

賞与引当金の増減額（△は減少） 82,499 84,499

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,209 3,512

受取利息及び受取配当金 △5,757 △3,807

支払利息 4,611 3,770

為替差損益（△は益） 1,147 △97

有形固定資産売却損益（△は益） - △13

売上債権の増減額（△は増加） 44,543 △65,791

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,217 36,513

仕入債務の増減額（△は減少） 29,351 △27,231

未払金の増減額（△は減少） 30,365 △71,288

その他の流動資産の増減額（△は増加） △61,709 11,054

その他の流動負債の増減額（△は減少） 26,563 27,501

小計 333,615 279,468

利息及び配当金の受取額 5,753 3,806

利息の支払額 △4,944 △3,788

法人税等の支払額 △135,045 △15,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 199,379 263,979

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 △6,000 -

有形固定資産の取得による支出 △30,995 △29,712

有形固定資産の売却による収入 - 30

投資有価証券の取得による支出 △61 △63

投資その他の資産の増減額（△は増加） 22,237 △20,780

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,819 △50,527

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） 34,520 80,000

長期借入金の返済による支出 △67,662 △67,662

リース債務の返済による支出 △2,233 △10,130

配当金の支払額 △67,780 △67,349

財務活動によるキャッシュ・フロー △103,155 △65,142

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,452 △26,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 92,856 121,588

現金及び現金同等物の期首残高 1,174,511 1,199,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,267,367 1,320,924

決算短信（宝印刷） 2018年08月03日 09時07分 9ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



株式会社タツミ(7268) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

8　 ― ―

（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１四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セグメントであるため、記載しておりません。

　

（追加情報）

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。

　

　（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更）

従来、決算日が12月31日であった連結子会社２社については、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引について連結上必要な調整を行っておりました。当第１四半期連結会計期間より、連結財

務情報のより適正な開示を図るため、ピーティー・タツミ・インドネシアは決算日を3月31日に変更し、また、

コルポラシオン・タツミ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブイは連結決算日に仮決算を行う方法へ変更し

ております。

これらの変更に伴い、当第１四半期連結累計期間は平成30年１月１日から平成30年６月30日までの６ヶ月間を

連結し、連結損益計算書を通じて調整しております。
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