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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 2,348 9.7 360 67.3 286 38.1 226 46.2

2019年3月期第2四半期 2,140 △1.2 215 △4.3 207 △17.6 154 △10.6

（注）包括利益 2020年3月期第2四半期　　121百万円 （△20.7％） 2019年3月期第2四半期　　152百万円 （△28.0％）

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 43.51 ―

2019年3月期第2四半期 29.76 ―

(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2四半期 5,971 3,362 56.3 647.37

2019年3月期 6,004 3,324 55.4 640.02

（参考）自己資本 2020年3月期第2四半期 3,362百万円 2019年3月期 3,324百万円

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 ― 0.00 ― 16.00 16.00

2020年3月期 ― 0.00

2020年3月期（予想） ― 18.00 18.00

（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 4,409 6.1 456 25.4 475 26.0 353 21.6 68.12

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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 6,652,250 株 2019年3月期 6,652,250 株

② 期末自己株式数 2020年3月期2Q 1,458,625 株 2019年3月期 1,458,625 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期2Q 5,193,625 株 2019年3月期2Q 5,193,625 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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社
としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

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。
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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わが国経済は、雇用や所得環境の持続的な改善が続くなかで各種政策の効果

などから景気は穏やかな回復が続くことが期待される一方、個人消費には陰を落とす動きが見られ、また企業収益

は底堅く推移したものの、高まる不確実性から製造業を中心に景況判断に慎重な見方が増加しております。他方、

海外では米中を中心とした貿易摩擦や中国経済の減速感の強まり、また、今なお解決の見通しが立たない英国のＥ

Ｕ離脱問題など、景気の下振れリスクにより一層の注意が必要な状態が続いております。

このような情勢のもと、当社の属するカーアフターマーケットにおいて当社グループは、「EnduraPro」

「EnduraPro PLUS」のラインアップの拡充に注力するとともに、既存製品と合わせた販売活動の一層の強化にグル

ープ一丸となって努めてまいりました。海外では引き続き新規代理店の開拓や各地域の特性に適した各種多様な販

売キャンペーンをおこない、国内でも同様のキャンペーン施策とともに展示什器の活用による売場作りや店頭イベ

ントなどにも取り組む一方で、消費税増税前の駆け込みの動きなども見られ、需要の先取りに対する今後の動向が

懸念される状態にあります。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,348百万円（前年同期比9.7％増）となりました。

損益において営業利益は360百万円（前年同期比67.3％増）となりましたが、為替差損益の影響もあり経常利益は

286百万円（前年同期比38.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益については226百万円（前年同期比46.2％

増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①財政状態の分析

(資産)

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ32百万円減少し、5,971百万円となりまし

た。これは主として、商品及び製品の減少によるものであります。

(負債)

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ70百万円減少し、2,609百万円とな

りました。これは主として、長期借入金の減少によるものであります。

(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、前連結会計年度末に比べ38百万円増加し、3,362百万円と

なりました。これは主として利益剰余金の増加によるものであります。

②キャッシュフローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

295百万円増加し、1,161百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は653百万円（前第２四半期連結累計期間484

百万円の取得）となりました。

これは主として税金等調整前四半期純利益283百万円、減価償却費102百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果支出した資金は110百万円（前第２四半期連結累計期間177

百万円の支出）となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出102百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果支出した資金は197百万円（前第２四半期連結累計期間20百

万円の支出）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出114百万円、配当金の支払額83百万円

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月期の通期の連結業績予想につきましては、2019年５月10日に発表いたしました予想から変更しており

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 865,938 1,161,460

売掛金 462,715 363,862

商品及び製品 985,620 813,077

仕掛品 71,705 75,065

原材料及び貯蔵品 204,217 239,808

その他 69,098 64,510

流動資産合計 2,659,296 2,717,784

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 863,166 807,264

機械装置及び運搬具（純額） 559,261 863,800

土地 1,070,533 1,070,533

その他 492,247 140,299

有形固定資産合計 2,985,208 2,881,897

無形固定資産 9,153 11,458

投資その他の資産

その他 351,087 360,796

投資その他の資産合計 351,087 360,796

固定資産合計 3,345,449 3,254,152

資産合計 6,004,746 5,971,936

負債の部

流動負債

買掛金 257,387 297,312

短期借入金 202,644 175,376

製品保証引当金 3,485 5,684

その他 362,779 363,466

流動負債合計 826,296 841,838

固定負債

長期借入金 1,411,760 1,324,072

役員退職慰労引当金 237,827 239,604

退職給付に係る負債 150,627 150,696

その他 54,172 53,519

固定負債合計 1,854,387 1,767,891

負債合計 2,680,683 2,609,730

純資産の部

株主資本

資本金 217,556 217,556

資本剰余金 215,746 215,746

利益剰余金 3,411,118 3,554,038

自己株式 △473,531 △473,531

株主資本合計 3,370,889 3,513,809

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △46,826 △151,603

その他の包括利益累計額合計 △46,826 △151,603

純資産合計 3,324,062 3,362,205

負債純資産合計 6,004,746 5,971,936
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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 2,140,469 2,348,184

売上原価 1,296,730 1,377,597

売上総利益 843,738 970,587

販売費及び一般管理費 628,262 610,000

営業利益 215,475 360,587

営業外収益

持分法による投資利益 2,840 3,686

助成金収入 ― 3,624

その他 6,151 6,678

営業外収益合計 8,992 13,988

営業外費用

為替差損 10,637 80,948

その他 6,532 7,320

営業外費用合計 17,170 88,268

経常利益 207,297 286,306

特別利益

固定資産売却益 587 ―

特別利益合計 587 ―

特別損失

固定資産売却損 15 ―

固定資産除却損 72 2,683

特別損失合計 87 2,683

税金等調整前四半期純利益 207,798 283,623

法人税、住民税及び事業税 33,073 62,422

法人税等調整額 20,158 △4,817

法人税等合計 53,232 57,604

四半期純利益 154,566 226,018

親会社株主に帰属する四半期純利益 154,566 226,018
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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 154,566 226,018

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △1,717 △105,051

持分法適用会社に対する持分相当額 78 273

その他の包括利益合計 △1,639 △104,777

四半期包括利益 152,927 121,240

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 152,927 121,240
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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 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)

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 207,798 283,623

減価償却費 90,463 102,923

為替差損益（△は益） 22,423 79,115

売上債権の増減額（△は増加） 46,053 62,535

たな卸資産の増減額（△は増加） 119,728 78,469

仕入債務の増減額（△は減少） △29,168 91,836

未払金の増減額（△は減少） 12,230 △23,997

その他 32,147 16,221

小計 501,676 690,728

法人税等の支払額 △17,194 △33,252

その他 △460 △4,379

営業活動によるキャッシュ・フロー 484,022 653,097

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 △175,353 △102,221

その他 △2,489 △8,467

投資活動によるキャッシュ・フロー △177,843 △110,688

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） △239,958 ―

長期借入れによる収入 360,000 ―

長期借入金の返済による支出 △67,888 △114,956

自己株式の取得による支出 △0 ―

配当金の支払額 △72,499 △83,025

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,346 △197,981

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,513 △48,905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 281,318 295,521

現金及び現金同等物の期首残高 623,306 865,938

現金及び現金同等物の四半期末残高 904,625 1,161,460
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、自動車用サスペンションの製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。
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