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1. 2020年3月期第1四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第1四半期 13,227 △7.4 38 △97.0 83 △93.7 △155 ―

2019年3月期第1四半期 14,287 3.1 1,278 40.9 1,321 27.2 863 24.3

（注）包括利益 2020年3月期第1四半期　　△145百万円 （―％） 2019年3月期第1四半期　　△260百万円 （―％）

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

2020年3月期第1四半期 △18.92 ―

2019年3月期第1四半期 105.02 104.43

(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

2020年3月期第1四半期 64,432 31,979 47.6 3,725.53

2019年3月期 65,793 32,495 47.4 3,789.58

（参考）自己資本 2020年3月期第1四半期 30,639百万円 2019年3月期 31,166百万円

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

2019年3月期 ― 30.00 ― 45.00 75.00

2020年3月期 ―

2020年3月期（予想） 20.00 ― 55.00 75.00

（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. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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) 27,000 △5.4 100 △95.2 100 △95.2 △200 ― △24.32

通期 55,500 △2.7 1,500 △56.2 1,500 △55.4 700 △62.9 85.11

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(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 ： 有

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） 2020年3月期1Q 8,374,157 株 2019年3月期 8,374,157 株

② 期末自己株式数 2020年3月期1Q 149,955 株 2019年3月期 149,855 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期1Q 8,224,267 株 2019年3月期1Q 8,224,461 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。実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。
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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1四半期連結累計期間における我が国経済は、輸出等に弱さが見られるものの、雇用・所得環

境の改善を背景に緩やかな回復基調で推移しました。また、世界経済は、全体として緩やかな成長

を維持したものの、通商問題や政策動向の影響を受け、不透明感が強い状況が続きました。

当グループが関連する自動車業界におきましては、中国・インド等の新興国経済の減速等を受け

た需要の減少により、低調な推移となりました。このような状況を受け、当グループの売上高は

132億27百万円（前年同四半期比7.4％減）となりました。

損益面におきましては、原価低減を推し進めてまいりましたが、減産や為替円高の影響等により、

営業利益は38百万円（前年同四半期比97.0％減）、経常利益は83百万円（前年同四半期比93.7％

減）、親会社株主に帰属する四半期純損失は１億55百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する

四半期純利益８億63百万円）となりました。

　

セグメントの業績を示すと次の通りであります。

① 自動車関連製品事業

自動車関連製品事業は、中国・インド等の新興国経済の減速等を受けた需要の減少により、売上

高は112億78百万円（前年同四半期比7.7％減）となり、セグメント利益は２億44百万円（前年同四

半期比81.7減％）となりました。

② 舶用・その他の製品事業

舶用・その他の製品事業は、産業機械向け製品等の需要減少により、売上高は５億51百万円（前

年同四半期比18.2％減）となり、セグメント損失は１億５百万円（前年同四半期はセグメント損失

29百万円）となりました。

③ その他

商品等の販売事業を含むその他製品事業における売上高は、13億98百万円（前年同四半期比0.1％

増）となり、セグメント利益は53百万円（前年同四半期比44.4減％）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、13億60百万円減少し、

644億32百万円となりました。これは主に、「受取手形及び売掛金」の減少11億85百万円、「現金

及び預金」の減少6億86百万円、流動資産「その他」の減少２億14百万円、「投資有価証券」の減

少２億11百万円に対し、「たな卸資産」の増加５億60百万円、「有形固定資産」の増加３億５百万

円があったこと等によるものであります。

(負債)

負債におきましては、前連結会計年度末に比べ、８億44百万円減少し、324億53百万円となりまし

た。これは主に、「支払手形及び買掛金」の減少７億22百万円、「電子記録債務」の減少３億88百

万円、「未払法人税等」の減少３億69百万円、流動負債「その他」の減少１億12百万円に対し、

「営業外電子記録債務」の増加４億円、「有利子負債」の増加２億38百万円があったこと等による

ものであります。

(純資産)

純資産におきましては、前連結会計年度末に比べ、５億16百万円減少し、319億79百万円となりま

した。これは主に、「利益剰余金」の減少５億25百万円、「その他有価証券評価差額金」の減少１

億47百万円に対し、「為替換算調整勘定」の増加１億４百万円等があったこと等によるものであり

ます。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2020年3月期第2四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、第1四半期決算

実績を踏まえ、2019年5月10日に公表いたしました予想値を変更させていただきます。
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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
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,386 3,699

受取手形及び売掛金 12,821 11,636

たな卸資産 9,983 10,543

その他 1,354 1,140

貸倒引当金 △56 △61

流動資産合計 28,489 26,958

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,759 8,713

機械装置及び運搬具（純額） 13,991 14,247

土地 5,179 5,179

建設仮勘定 1,030 1,076

その他（純額） 879 928

有形固定資産合計 29,840 30,145

無形固定資産 815 823

投資その他の資産

投資有価証券 5,039 4,827

退職給付に係る資産 687 724

繰延税金資産 665 684

その他 260 272

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 6,648 6,505

固定資産合計 37,304 37,474

資産合計 65,793 64,432
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,044 3,321

電子記録債務 4,619 4,230

短期借入金 4,611 5,727

1年内返済予定の長期借入金 3,585 3,488

リース債務 81 76

未払法人税等 595 226

設備関係支払手形 205 228

営業外電子記録債務 1,568 1,968

その他 3,690 3,577

流動負債合計 23,001 22,846

固定負債

長期借入金 7,142 6,363

リース債務 253 255

繰延税金負債 74 126

退職給付に係る負債 2,703 2,738

その他 122 122

固定負債合計 10,296 9,607

負債合計 33,298 32,453

純資産の部

株主資本

資本金 9,839 9,839

資本剰余金 6,080 6,080

利益剰余金 14,599 14,073

自己株式 △330 △330

株主資本合計 30,189 29,663

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,452 2,305

為替換算調整勘定 △66 38

退職給付に係る調整累計額 △1,409 △1,368

その他の包括利益累計額合計 977 976

新株予約権 94 94

非支配株主持分 1,233 1,244

純資産合計 32,495 31,979

負債純資産合計 65,793 64,432
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 14,287 13,227

売上原価 10,661 10,698

売上総利益 3,626 2,529

販売費及び一般管理費 2,348 2,490

営業利益 1,278 38

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 76 83

その他 55 46

営業外収益合計 134 132

営業外費用

支払利息 45 43

為替差損 17 10

その他 28 34

営業外費用合計 91 88

経常利益 1,321 83

税金等調整前四半期純利益 1,321 83

法人税、住民税及び事業税 300 141

法人税等調整額 126 87

法人税等合計 427 228

四半期純利益又は四半期純損失（△） 894 △145

非支配株主に帰属する四半期純利益 30 9

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（△）

863 △155
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 894 △145

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △67 △147

為替換算調整勘定 △940 106

退職給付に係る調整額 △147 40

その他の包括利益合計 △1,154 0

四半期包括利益 △260 △145

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △280 △156

非支配株主に係る四半期包括利益 19 11
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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。

（会計方針の変更）

（米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASC)第606号「顧客との契約から生じる収益」の適用）

米国会計基準を適用している会社に在外子会社において、ASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を、当第

１四半期連結会計期間より適用しております。

これにより、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に利益を得ると見

込む対価を反映した金額で、収益を認識しております。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

（セグメント情報等）

前四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６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：百万円）

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 12,217 673 12,890 1,397 14,287 － 14,287

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 12,217 673 12,890 1,397 14,287 － 14,287

セグメント利益又は
損失（△）

1,331 △29 1,302 95 1,397 △119 1,278

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品等の販売事業を含んでおりま

す。なお、「自動車関連用品」として、売上高217百万円・セグメント利益33百万円が「その他」に含まれて

おります。

　 ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△119百万円は、各報告セグメントに配賦していない研究開発費等で

あります。

　 ３ 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。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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当第１四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年６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：百万円）

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 11,278 551 11,829 1,398 13,227 － 13,227

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 11,278 551 11,829 1,398 13,227 － 13,227

セグメント利益又は
損失（△）

244 △105 138 53 191 △152 38

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品等の販売事業を含んでおりま

す。なお、「自動車関連用品」として、売上高233百万円・セグメント利益37百万円が「その他」に含まれて

おります。

　 ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△152百万円は、各報告セグメントに配賦していない研究開発費等で

あります。

　 ３ 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。

　

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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