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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 12,003 25.0 2,756 53.2 3,008 46.4 2,881 97.3

2019年3月期第2四半期 9,603 △0.4 1,799 12.9 2,054 7.6 1,460 4.5

（注）包括利益 2020年3月期第2四半期　　2,780百万円 （85.4％） 2019年3月期第2四半期　　1,499百万円 （△3.5％）

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 159.68 ―

2019年3月期第2四半期 81.01 ―

(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 32,224 27,193 84.3 1,504.05

2019年3月期 30,050 24,888 82.8 1,379.39

（参考）自己資本 2020年3月期第2四半期 27,164百万円 2019年3月期 24,888百万円

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 ― 22.00 ― 28.00 50.00

2020年3月期 ― 28.00

2020年3月期（予想） ― 28.00 56.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

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 24,300 11.6 5,350 23.3 5,700 19.8 4,600 35.6 254.69

（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

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 20,020,000 株 2019年3月期 20,020,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期2Q 1,959,134 株 2019年3月期 1,976,672 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期2Q 18,048,339 株 2019年3月期2Q 18,027,360 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、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。なお、業績予想に関する事項は、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。

（日付の表示方法の変更）

　「2020年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。
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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、米中貿易摩擦の行方など先行きに対する不透明感が拭えな

い状況のなか、雇用環境は引き続き良好で、設備投資や個人消費は底堅く推移し、輸出に一部弱さがみられるも

のの、景気は緩やかな拡大基調を維持いたしました。

国内新車総販売台数（軽を含む）の４～９月の実績は、新型車や消費税率の引き上げ前の駆け込み需要の効果

から、前年同期比5.6％増の約262万台となりました。内訳は、登録車が同5.2％増の約166万台と２年ぶりに上半

期で160万台の水準回復となり、好調な軽自動車は同6.2％増の約96万台と３年連続のプラスとなりました。

このような環境下、当社グループの国内部門では、新車の販売増を追い風に、付加価値の高いオリジナル商材

の提案強化を図り、新規取引先の開拓とシェア拡大に注力し、地域密着型営業を通じて取引先との更なる関係強

化に努めました。

また、研究開発施設「中之島Ｒ＆Ｄセンター」では、研究スタッフの増員に加え、設備の増強を図り、開発型

企業として更なる強固な体制づくりを目指しております。

海外部門では、各地域の海外拠点と連携した地域密着営業の推進により、新規先の開拓と既存重点先の深耕と

ともに、当社オリジナル商材をはじめとする付加価値の高い新たな商材の拡販に努めております。

連結子会社のセントラル自動車工業株式会社は、当社の主力商品の１つであるＣＰＣブランド商材の生産が順

調に推移し、新規開発商品の量産化にも迅速に対応しております。

これにより、当社グループの売上高は120億３百万円(前年同期比125％)、営業利益は27億56百万円(同153％)、

経常利益は30億８百万円(同146％)、親会社株主に帰属する四半期純利益は関連会社の株式譲渡における特別利益

10億61百万円を含め28億81百万円(同197％)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財政状態を分析しますと、

　① 総資産合計は322億24百万円と前連結会計年度末に比べて21億73百万円増加しております。

　 増加の主なものは、現金及び預金が29億20百万円であります。

減少の主なものは、投資有価証券が４億73百万円、受取手形及び売掛金が１億38百万円であります。

　② 負債合計は50億30百万円と前連結会計年度末に比べて１億31百万円減少しております。

　 増加の主なものは、未払法人税等が２億49百万円であります。

減少の主なものは、支払手形及び買掛金が１億41百万円、流動負債その他のうち未払費用が１億72百万円

　 及び預り金が53百万円であります。

　③ 純資産合計は271億93百万円と前連結会計年度末に比べて23億４百万円増加しております。

増加の主なものは、親会社株主に帰属する四半期純利益が28億81百万円であります。

　 減少の主なものは、配当金の支払いにより利益剰余金が５億７百万円であります。

　 なお、自己資本比率は、82.8％から84.3％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

2020年３月期の通期連結業績予想につきましては、2019年7月26日に公表しました予想数値を変更しておりま

す。詳細は、本日（2019年11月12日）公表の「第２四半期連結業績予想値と実績値の差異並びに通期連結業績予

想の修正、剰余金の配当（増配）に関するお知らせ」をご覧ください。
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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 11,173 14,094

受取手形及び売掛金 3,084 2,945

商品及び製品 800 788

仕掛品 6 5

原材料及び貯蔵品 15 10

その他 133 114

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 15,209 17,954

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 818 792

土地 2,088 2,088

その他（純額） 71 131

有形固定資産合計 2,978 3,013

無形固定資産 293 259

投資その他の資産

投資有価証券 9,629 9,156

長期貸付金 659 736

繰延税金資産 390 385

その他 891 719

貸倒引当金 △1 △0

投資その他の資産合計 11,569 10,997

固定資産合計 14,841 14,269

資産合計 30,050 32,224

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,720 1,579

未払法人税等 885 1,134

賞与引当金 340 350

その他 987 829

流動負債合計 3,934 3,893

固定負債

退職給付に係る負債 1,132 1,085

その他 95 51

固定負債合計 1,227 1,137

負債合計 5,161 5,030
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(単位：百万円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,001 1,001

資本剰余金 4,251 4,278

利益剰余金 19,812 22,186

自己株式 △709 △703

株主資本合計 24,355 26,762

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 583 441

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 15 14

退職給付に係る調整累計額 △65 △52

その他の包括利益累計額合計 532 402

非支配株主持分 - 29

純資産合計 24,888 27,193

負債純資産合計 30,050 32,224
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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：百万円)
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 9,603 12,003

売上原価 5,513 6,804

売上総利益 4,090 5,199

販売費及び一般管理費 2,290 2,442

営業利益 1,799 2,756

営業外収益

受取配当金 38 121

受取賃貸料 27 26

持分法による投資利益 171 166

その他 33 18

営業外収益合計 270 332

営業外費用

売上債権売却損 - 15

支払手数料 3 47

賃貸収入原価 9 9

その他 1 8

営業外費用合計 15 81

経常利益 2,054 3,008

特別利益

投資有価証券売却益 - 1,061

特別利益合計 - 1,061

税金等調整前四半期純利益 2,054 4,070

法人税、住民税及び事業税 520 1,088

法人税等調整額 73 70

法人税等合計 594 1,159

四半期純利益 1,460 2,911

非支配株主に帰属する四半期純利益 - 29

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,460 2,881
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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：百万円)
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 1,460 2,911

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18 △158

繰延ヘッジ損益 △2 0

為替換算調整勘定 - △1

退職給付に係る調整額 11 12

持分法適用会社に対する持分相当額 10 16

その他の包括利益合計 39 △130

四半期包括利益 1,499 2,780

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,499 2,751

非支配株主に係る四半期包括利益 - 29
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
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 2,054 4,070

減価償却費 98 95

のれん償却額 73 -

投資有価証券売却損益（△は益） - △1,061

賞与引当金の増減額（△は減少） 13 10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △13 △46

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

持分法による投資損益（△は益） △171 △166

受取利息及び受取配当金 △41 △127

売上債権の増減額（△は増加） 712 135

たな卸資産の増減額（△は増加） △334 13

仕入債務の増減額（△は減少） △396 △133

未払費用の増減額（△は減少） △182 △172

その他 1 28

小計 1,813 2,645

利息及び配当金の受取額 82 172

法人税等の支払額 △706 △870

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,188 1,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 500 -

投資有価証券の取得による支出 △500 △5

投資有価証券の売却による収入 131 1,413

出資金の払込による支出 △222 -

投資不動産の賃貸による収入 27 26

長期貸付けによる支出 △659 △80

保険積立金の解約による収入 - 166

有形固定資産の取得による支出 △20 △69

無形固定資産の取得による支出 △4 △19

その他 △4 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △752 1,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △396 △507

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△50 -

その他 - 53

財務活動によるキャッシュ・フロー △446 △454

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8 2,920

現金及び現金同等物の期首残高 9,253 10,373

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,245 13,294
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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。
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