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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第２四半期 42,059 5.1 1,354 31.7 1,508 3.6 936 △0.5

2019年３月期第２四半期 40,010 △1.0 1,028 △11.6 1,456 13.6 940 34.3
(注) 包括利益 2020年３月期第２四半期 1,436百万円( △6.9％) 2019年３月期第２四半期 1,542百万円( △30.1％)
　

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２四半期 149.53 －

2019年３月期第２四半期 150.20 －
　

　

（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 ％

2020年３月期第２四半期 83,735 59,131 66.4

2019年３月期 84,215 58,147 64.7
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 55,564百万円 2019年３月期 54,469百万円
　

　　

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 － 50.00 － 50.00 100.00

2020年３月期 － 50.00

2020年３月期(予想) － 50.00 100.00

(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、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 83,000 △0.0 2,700 21.2 3,000 7.5 1,900 6.4 303.41
(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(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 ： 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 ： 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) 2020年３月期２Ｑ 6,385,599株 2019年３月期 6,385,599株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 123,926株 2019年３月期 123,344株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 6,261,982株 2019年３月期２Ｑ 6,263,107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
（将来に関する記述等についてのご注意）
　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。また、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。業績予想の前提となる条件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Ｐ．３「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２四半期連結累計期間における国内売上高は、乗用車及び軽自動車を中心に増加いたしました。海外売上高

は、アジア拠点での売上が好調だったものの、北米のコントロールケーブルの需要減少により、海外拠点全体の売

上高は前年同四半期と同レベルにとどまりました。

　このような状況のなか、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高が前年同四半

期に比べ20億４千８百万円増収（前年同四半期比5.1％増）の420億５千９百万円となりました。

損益の状況につきましては、売上高の増加及び、原価改善活動が着実に進んだことにより、営業利益が前年同四

半期に比べ３億２千６百万円増益（同31.7％増）の13億５千４百万円、経常利益は15億８百万円となり(同3.6％

増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は９億３千６百万円(同0.5％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。なお、売上高はセグメント間の売上高を含んでおります。

〔日本〕

売上高325億１千３百万円（前年同期比8.9％増）、営業利益18億５百万円（同108.9％増）となりました。

〔北米〕

売上高35億９千５百万円（前年同期比12.8％減）、営業損失２億６千８百万円（前年同期は１千２百万円の営業

利益）となりました。

〔中国〕

売上高41億４千４百万円（前年同期比2.3％増）、営業利益４億５百万円（同5.8％減）となりました。

〔アジア〕

売上高55億１千３百万円（前年同期比9.7％増）、営業利益２億４千７百万円（同141.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は339億９千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億１千２

百万円減少（4.3％減）いたしました。これは主に現金及び預金の減少（11億７千１百万円）と電子記録債権の減少

（４億９百万円）によるものであります。固定資産は497億３千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億３千

３百万円増加（2.1％増）いたしました。これは主に投資有価証券の増加（11億９千１百万円）と退職給付に係る資

産の増加（３億３千２百万円）及び有形固定資産の減少（３億８千３百万円）によるものであります。

この結果、総資産は837億３千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億７千９百万円減少（0.6％減）いた

しました。

　 （負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は151億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億４千７百万

円減少（10.9％減）いたしました。これは主に電子記録債務の減少（３億９千２百万円）と短期借入金の減少（３

億９千２百万円）、未払金の減少（３億４千８百万円）及び未払費用の減少（２億２千１百万円）によるものであ

ります。固定負債は94億９千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億８千４百万円増加（4.2％増）いたしま

した。これは主に繰延税金負債の増加（４億８千８百万円）とリース債務の減少（７千６百万円）によるものであ

ります。

この結果、負債合計は、246億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億６千２百万円減少（5.6％減）いた

しました。

　 （純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は591億３千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億８千

３百万円増加（1.7％増）いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加（８億３千５百万円）と利益

剰余金の増加（６億２千３百万円）及び為替換算調整勘定の減少（４億３百万円）によるものであります。

この結果、自己資本比率は66.4％（前連結会計年度末は64.7％）となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2019年４月25日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,263,472 9,091,755

受取手形及び売掛金 12,838,181 12,521,963

電子記録債権 2,840,773 2,431,266

商品及び製品 2,420,657 2,675,643

仕掛品 1,000,507 938,521

原材料及び貯蔵品 4,883,428 4,848,109

未収入金 426,384 425,582

その他 850,960 1,078,032

貸倒引当金 △13,061 △12,278

流動資産合計 35,511,303 33,998,596

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 29,256,130 29,150,443

減価償却累計額 △22,468,179 △22,622,005

建物及び構築物（純額） 6,787,951 6,528,438

機械装置及び運搬具 60,741,027 60,382,791

減価償却累計額 △51,273,980 △51,132,984

機械装置及び運搬具（純額） 9,467,047 9,249,806

土地 9,325,255 9,302,163

建設仮勘定 2,259,078 2,354,971

その他 9,844,177 9,966,796

減価償却累計額 △8,897,301 △8,999,246

その他（純額） 946,876 967,550

有形固定資産合計 28,786,209 28,402,930

無形固定資産

のれん 1,600 －

その他 322,215 292,479

無形固定資産合計 323,816 292,479

投資その他の資産

投資有価証券 16,621,319 17,812,364

長期前払費用 421,313 392,215

繰延税金資産 365,901 320,617

退職給付に係る資産 1,961,960 2,294,245

その他 292,411 291,254

貸倒引当金 △69,135 △68,755

投資その他の資産合計 19,593,770 21,041,940

固定資産合計 48,703,795 49,737,350

資産合計 84,215,099 83,735,947
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,619,091 8,553,990

電子記録債務 2,001,874 1,609,461

短期借入金 930,194 538,000

1年内返済予定の長期借入金 55,862 26,482

リース債務 380,949 262,097

未払金 514,576 166,096

未払費用 1,793,164 1,571,394

未払法人税等 341,427 286,366

賞与引当金 1,596,314 1,537,559

役員賞与引当金 84,095 37,620

製品保証引当金 19,139 18,734

その他 616,607 497,834

流動負債合計 16,953,297 15,105,638

固定負債

長期借入金 2,800,000 2,800,000

リース債務 313,018 236,918

繰延税金負債 4,020,900 4,509,185

役員退職慰労引当金 247,815 205,203

退職給付に係る負債 1,492,497 1,486,777

資産除去債務 125,974 127,415

その他 113,621 133,109

固定負債合計 9,113,827 9,498,609

負債合計 26,067,124 24,604,248

純資産の部

株主資本

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金 11,056,764 11,056,764

利益剰余金 24,743,855 25,367,077

自己株式 △577,593 △579,235

株主資本合計 46,060,234 46,681,814

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,799,952 10,635,556

為替換算調整勘定 △716,798 △1,119,839

退職給付に係る調整累計額 △673,507 △633,253

その他の包括利益累計額合計 8,409,646 8,882,463

非支配株主持分 3,678,093 3,567,420

純資産合計 58,147,975 59,131,699

負債純資産合計 84,215,099 83,735,947
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 40,010,766 42,059,435

売上原価 34,914,970 36,560,325

売上総利益 5,095,796 5,499,109

販売費及び一般管理費 4,067,468 4,144,488

営業利益 1,028,327 1,354,621

営業外収益

受取利息 9,542 9,372

受取配当金 302,802 316,976

為替差益 204,955 －

その他 78,091 38,155

営業外収益合計 595,391 364,504

営業外費用

支払利息 51,077 30,464

為替差損 － 155,363

ＰＣＢ処理費用 69,460 －

その他 47,103 24,416

営業外費用合計 167,641 210,244

経常利益 1,456,078 1,508,880

特別損失

減損損失 2,030 －

特別損失合計 2,030 －

税金等調整前四半期純利益 1,454,047 1,508,880

法人税、住民税及び事業税 292,170 329,757

法人税等調整額 96,200 103,268

法人税等合計 388,370 433,026

四半期純利益 1,065,677 1,075,854

非支配株主に帰属する四半期純利益 124,957 139,519

親会社株主に帰属する四半期純利益 940,720 936,334
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 1,065,677 1,075,854

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 491,639 835,678

為替換算調整勘定 △15,776 △516,226

退職給付に係る調整額 619 40,819

その他の包括利益合計 476,482 360,271

四半期包括利益 1,542,159 1,436,125

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,462,171 1,409,151

非支配株主に係る四半期包括利益 79,988 26,973
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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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018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)

日本 北米 中国 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 28,075,418 4,121,993 3,310,216 4,503,138 40,010,766

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,774,286 179 739,023 522,246 3,035,736

計 29,849,704 4,122,173 4,049,239 5,025,385 43,046,503

セグメント利益 864,053 12,240 430,995 102,728 1,410,018

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,410,018

未実現利益の消去等 2,481

全社費用(注) △384,172

四半期連結損益計算書の営業利益 1,028,327

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019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)

日本 北米 中国 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 30,447,957 3,595,098 3,174,783 4,841,595 42,059,435

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,065,694 － 969,325 671,736 3,706,756

計 32,513,651 3,595,098 4,144,109 5,513,331 45,766,192

セグメント利益 1,805,304 △268,467 405,882 247,665 2,190,384

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,190,384

未実現利益の消去等 △16,022

全社費用(注) △819,741

四半期連結損益計算書の営業利益 1,354,621

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。
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- 参考１- 

2020年３月期 第２四半期                         ２０１９年１０月３０日 
決算発表（参考資料）                                       

                                                             

 
        （金額単位：百万円、単位未満切捨て） 

（１）連結決算の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）営業利益の増減要因 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 央 発 條 株 式 会 社 
    コード番号５９９２ 
     東証・名証第１部 

※ ＋250 の内訳

（増益） 合理化改善 ＋250

　　　　・生産性向上による労務費・稼働費低減

　　　　・スクラップ低減等による原材料費低減

　　　　・その他経費減 等

合計 ＋250

※　△524 の内訳

（減益） 売価変動 △300

北米ビジネス構造転換
に伴う固定費増

△150

市況変動　等 △74

合計 △524

（百万円）
〔売上高・営業利益〕換算為替レート

  　('19/4～'19/9)  108.67円／$

  　('18/4～'18/9)  110.71円／$

〔営業外損益〕債権債務期末評価為替レート（期末）

  　('19/3) 110.99 → ('19/9) 107.92円／$ 　 差 △3.07円（円高）

  　('18/3) 106.24 → ('18/9) 113.57円／$ 　 差 ＋7.33円（円安）

　

0

  差 △2.04円（円高）

42,059
40,010

1,354
（3. 2％）

1,456

940

1,028
(2. 6%)

1,508

＋2,048 (＋5. 1%)

＋326
(+31.7%) △4

(△0. 5%)

＋52
(+3.6%)

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

936

１8年度
第2四半期

１9年度
第2四半期

１8年度
第2四半期

１9年度
第2四半期

１8年度
第2四半期

１9年度
第2四半期

１8年度
第2四半期

１9年度
第2四半期

0

　　（ 百万円 ）

1,028

＋600

1,628

売
上
数
量
の
増

1,878
増
益

＋250
減
益

△524 1,354

１8年度
第2四半期

１9年度
第2四半期

＋326



- 参考２- 

      （金額単位：百万円、単位未満切捨て） 

 (３）経常利益の増減要因 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）親会社株主に帰属する当期純利益の増減要因 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）連結の範囲 
       連結子会社数  ２１社（海外１１社、国内１０社） 
 
（６）連結財政状態                                              (百万円) 

 当第２四半期末 前期末 増減 

総 資 産 83,735 84,215 △479 

純 資 産 59,131 58,147 ＋983 

自己資本比率 (％ ) 66.4 64.7 ＋1.6ﾎﾟｲﾝﾄ 
 
（７）配当の状況                                              

 １株当たり中間配当金 １株当たり期末配当金 １株当たり年間配当金 

2020年３月期 ５０円００銭 (予想）５０円００銭 (予想)１００円００銭 

2019年３月期 ５０円００銭 ５０円００銭 １００円００銭 
 
（８）製品別売上高                                              (百万円) 

 当第２四半期 前第２四半期 増減 

シ ャ シ ば ね 15,352 (36.5) 13,113 (32.8) ＋2,239 (＋17.1) 

精 密 ば ね 11,149 (26.5) 10,795 (27.0) ＋354 (＋3.3) 

ケ ー ブ ル 8,469 (20.1) 9,323 (23.3) △854 (△9.2) 

そ の 他 7,087 (16.9) 6,778 (16.9) ＋309 (＋4.6) 

合      計 42,059 (100.0) 40,010 (100.0) ＋2,048 (＋5.1) 
 
（９）設備投資実績（有形固定資産）                              (百万円) 

 当第２四半期 前第２四半期 前期 

設 備 投 資 額      1,554     1,448      3,848 

減 価 償 却 費      1,548      1,599      3,313 
 
（１０）2020年３月期の連結業績予想                （％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 

通期 
百万円 

83,000 
％ 

△0.0 
百万円 

2,700 
％ 

21.2 
百万円 

3,000 
％ 

7.5 
百万円 

1,900 
％ 

6.4 
円 銭 

303.41 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

（ 百万円 ）

0 ＋52

△56 936

経
常
利
益
の
増

992

１8年度
第2四半期

１9年度
第2四半期

940

△4

（ 百万円 ）

0

＋326

△274
1,508

営
業
利
益
の
増

1,782

１8年度
第2四半期

１9年度
第2四半期

1,456

＋52

※　△２７４　の内訳

（増益） 受取配当金の増 ＋14

支払利息の減 ＋20

その他 ＋93

（減益） 為替差損益 △360

助成金収入の減 △41

合計 △274

※　△５６ の内訳

（増益） 前期減損損失計上 ＋2

（減益） 税金費用の増 △44

合計 △56

非支配株主に帰属する
　　四半期純利益の増

△14


