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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年3月期第2四半期 25,198 △0.4 1,103 19.3 1,224 30.0 1,171 89.5
26年3月期第2四半期 25,311 3.4 924 △38.0 941 △18.9 618 △56.0

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 622百万円 （△78.6％） 26年3月期第2四半期 2,907百万円 （139.2％）

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

27年3月期第2四半期 14.25 14.22
26年3月期第2四半期 7.52 7.50

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

27年3月期第2四半期 62,366 26,135 41.1 311.65
26年3月期 62,073 25,111 39.6 299.00
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 25,612百万円 26年3月期 24,573百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
平成27年3月期期末配当金の内訳 普通配当 ５円００銭、記念配当 １円００銭  

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

26年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
27年3月期 ― 0.00
27年3月期（予想） ― 6.00 6.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有  

売上高 営業利益 経常利益 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 51,000 1.1 2,400 36.4 2,300 32.7 2,200 62.7 26.77



(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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「サマリ情報(注記事項)に関する事項（3)会計方針の変更、会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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って異なる可能性があります。 

※ 注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期2Q 83,741,579 株 26年3月期 83,741,579 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 1,557,652 株 26年3月期 1,555,144 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 82,185,523 株 26年3月期2Q 82,173,914 株
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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、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反

動を受けたものの、経済政策や金融政策により景気は緩やかな回復基調で推移しました。また、

世界経済は、米国の景気が底堅く推移し、欧州諸国では長引く債務問題等から持ち直しつつあ

りますが、新興国の成長率には鈍化が見られました。 

当グループが関連する自動車業界におきましては、国内は、消費税前駆け込み需要の受注残

対応が一巡したこと等から生産台数は前年同期比でほぼ横ばいとなりました。海外では、東南

アジアでは減産となったものの、北米や中国等での需要拡大により世界の生産台数は前年同期

に比べ増加致しました。 

当グループにおいては、一部製品の見直しをすすめたこと等により、売上高は251億98百万円

と前年同四半期比0.4％減となりました。 

損益面におきましては、前年同期に海外拠点において税金還付請求訴訟に関する費用を計上

した影響等により、営業利益は11億３百万円と前年同四半期比19.3％増、経常利益は12億24百

万円と前年同四半期比30.0％増、また、四半期純利益は投資有価証券を売却したこと等により、

11億71百万円と前年同四半期比89.5％増となりました。 

 

 なお、セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

① 自動車関連製品事業 

自動車関連製品事業は、インドネシアやタイでの市場低迷等の影響により、売上高は217億58

百万円（前年同四半期比2.7％減）となり、セグメント利益は10億79百万円(前年同四半期比

32.4％増)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、円高是正により受注状況が回復傾向にあることに加え、事業譲

受した新規事業の影響により、売上高は11億41百万円(前年同四半期比50.8％増)となり、セグ

メント利益は30百万円(前年同四半期比65.3％減)となりました。 

③ その他 

商品等の販売事業を含むその他における売上高は、22億98百万円(前年同四半期比4.6％増）

となり、セグメント損失は６百万円(前年同四半期はセグメント利益22百万円)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総資産は、前連結会計年度末に比べ、２億93百万円増

加し、623億66百万円となりました。これは主に、「退職給付に係る資産」の増加５億48百万円、

「受取手形及び売掛金」の増加１億44百万円、「たな卸資産」の増加１億25百万円に対し、

「現金及び預金」の減少５億１百万円があったこと等によるものであります。 

(負債) 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、７億30百万円減少し、362億31百万円となり

ました。これは主に、「有利子負債」の減少10億円、「退職給付に係る負債」の減少６億５百

万円、「設備関係支払手形」の減少１億76百万円に対し、「営業外電子記録債務」の増加３億

34百万円、「繰延税金負債」の増加３億21百万円、「支払手形及び買掛金」の増加２億69百万

円、「電子記録債務」の増加２億30百万円等によるものであります。 

(純資産) 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、10億23百万円増加し、261億35百万円とな

りました。これは主に、「利益剰余金」の増加15億55百万円、「退職給付に係る調整累計額」
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の増加２億39百万円に対し、「為替換算調整勘定」の減少８億36百万円等によるものでありま

す。 

 

(キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて４

億98百万円減少し、42億１百万円となりました。 

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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、29億61百万円の収入（前年同四半期比５億83百万円

の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が17億８百万円となったこと

等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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、18億８百万円の支出（前年同四半期比25億10百万円

の減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出20億17百万円があったこ

と等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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、15億71百万円の支出（前年同四半期比12億67百万円

の減少）となりました。これは主に、短期借入金が２億16百万円減少したこと、長期借入金２

億86百万円の借入と９億94百万円の返済、配当金を４億８百万円支払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 

平成26年８月８日に公表しました平成27年度３月期業績予想につきましては、当第２四半期

累計期間の業績等を踏まえ、業績予想を修正いたします。 
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会

計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25

号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文

及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用

し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定

額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務年数に近似した

年数に基づく方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の

加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに

従って、当第２四半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更

に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が686百万円減少し、退職

給付に係る資産が467百万円、利益剰余金が795百万円増加しております。また、当第２四半期

連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,702 4,201 

  受取手形及び売掛金 8,562 8,706 

  たな卸資産 8,170 8,295 

  繰延税金資産 697 695 

  その他 924 1,019 

  貸倒引当金 △33 △33 

  流動資産合計 23,025 22,885 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 8,481 8,798 

   機械装置及び運搬具（純額） 12,652 13,380 

   土地 5,085 5,068 

   建設仮勘定 2,237 1,202 

   その他（純額） 910 883 

   有形固定資産合計 29,368 29,332 

  無形固定資産合計 995 965 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 7,831 7,879 

   長期貸付金 5 5 

   退職給付に係る資産 288 837 

   繰延税金資産 271 204 

   その他 406 377 

   貸倒引当金 △119 △119 

   投資その他の資産合計 8,684 9,183 

  固定資産合計 39,048 39,481 

 資産合計 62,073 62,366 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 3,575 3,845 

  電子記録債務 3,690 3,921 

  短期借入金 4,615 4,275 

  1年内返済予定の長期借入金 4,050 4,009 

  リース債務 455 450 

  未払法人税等 558 510 

  設備関係支払手形 779 603 

  営業外電子記録債務 1,026 1,360 

  その他 3,547 3,537 

  流動負債合計 22,299 22,513 

 固定負債   

  長期借入金 8,411 7,738 

  リース債務 1,457 1,516 

  繰延税金負債 735 1,056 

  退職給付に係る負債 3,897 3,292 

  その他 160 114 

  固定負債合計 14,662 13,718 

 負債合計 36,961 36,231 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,839 9,839 

  資本剰余金 5,875 5,875 

  利益剰余金 6,193 7,749 

  自己株式 △342 △343 

  株主資本合計 21,566 23,121 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,230 3,307 

  繰延ヘッジ損益 △24 △21 

  為替換算調整勘定 204 △631 

  退職給付に係る調整累計額 △402 △163 

  その他の包括利益累計額合計 3,007 2,491 

 新株予約権 21 39 

 少数株主持分 515 482 

 純資産合計 25,111 26,135 

負債純資産合計 62,073 62,366 
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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 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 25,311 25,198 

売上原価 19,934 19,693 

売上総利益 5,377 5,505 

販売費及び一般管理費 4,452 4,401 

営業利益 924 1,103 

営業外収益   

 受取利息 3 2 

 受取配当金 83 108 

 為替差益 82 81 

 その他 109 163 

 営業外収益合計 279 356 

営業外費用   

 支払利息 180 136 

 その他 81 97 

 営業外費用合計 262 234 

経常利益 941 1,224 

特別利益   

 投資有価証券売却益 － 335 

 補助金収入 － 148 

 特別利益合計 － 483 

税金等調整前四半期純利益 941 1,708 

法人税、住民税及び事業税 462 656 

法人税等調整額 △84 △112 

法人税等合計 378 543 

少数株主損益調整前四半期純利益 563 1,165 

少数株主損失（△） △54 △6 

四半期純利益 618 1,171 
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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 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 563 1,165 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 773 77 

 繰延ヘッジ損益 10 2 

 為替換算調整勘定 1,560 △862 

 退職給付に係る調整額 － 239 

 その他の包括利益合計 2,343 △543 

四半期包括利益 2,907 622 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,761 655 

 少数株主に係る四半期包括利益 146 △33 
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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 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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 941 1,708 

 減価償却費 1,967 2,159 

 災害損失引当金の増減額（△は減少） △22 － 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 1 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 149 － 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 226 

 受取利息及び受取配当金 △87 △111 

 支払利息 180 136 

 為替差損益（△は益） △82 △81 

 投資有価証券売却益 － △335 

 補助金収入 － △148 

 売上債権の増減額（△は増加） △515 △333 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 595 △317 

 仕入債務の増減額（△は減少） △166 643 

 その他 572 100 

 小計 3,511 3,648 

 利息及び配当金の受取額 87 111 

 利息の支払額 △181 △141 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △371 △656 

 補助金の受取額 499 － 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,545 2,961 

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 △2,660 △2,017 

 無形固定資産の取得による支出 △21 △10 

 投資有価証券の売却による収入 － 412 

 事業譲受による支出 － △246 

 子会社株式の取得による支出 △1,545 － 

 その他 △90 52 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,318 △1,808 

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） △411 △216 

 長期借入れによる収入 400 286 

 長期借入金の返済による支出 △2,073 △994 

 配当金の支払額 △406 △408 

 少数株主への配当金の支払額 △142 △5 

 その他 △205 △233 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,839 △1,571 

現金及び現金同等物に係る換算差額 291 △80 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,320 △498 

現金及び現金同等物の期首残高 7,163 4,700 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,843 4,201 
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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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（セグメント情報等） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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：百万円) 

 
報告セグメント 

その他 
(注１) 

合計 調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注２) 

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 22,357 757 23,114 2,196 25,311 － 25,311 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － － 

計 22,357 757 23,114 2,196 25,311 － 25,311 

セグメント利益 815 86 902 22 924 － 924 

(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。 

  ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

 

当第２四半期連結累計期間（自  平成26年４月１日  至  平成26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：百万円) 

 
報告セグメント 

その他 
(注１) 

合計 調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注２) 

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 21,758 1,141 22,899 2,298 25,198 － 25,198 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － － 

計 21,758 1,141 22,899 2,298 25,198 － 25,198 

セグメント利益又は 
損失（△） 

1,079 30 1,109 △6 1,103 － 1,103 

(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。 

  ２ セグメント利益又は損失の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

２ 報告セグメントの変更等に関する事項 

会計方針の変更に記載の通り、第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計

算方法を変更したことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様

に変更しております。なお、当該変更による影響は軽微であります。 

 

３ 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。 

 

 

 


