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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
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 ％

28年3月期第2四半期 132,772 12.9 1,548 ― 2,207 92.5 △221 ―
27年3月期第2四半期 117,617 14.3 △594 ― 1,146 △11.2 84 △88.8

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 958百万円 （△60.8％） 27年3月期第2四半期 2,447百万円 （△48.6％）

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

28年3月期第2四半期 △6.24 ―
27年3月期第2四半期 2.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第2四半期 167,162 88,892 50.6
27年3月期 162,287 89,289 52.4
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 84,520百万円 27年3月期 85,110百万円

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

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

27年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
28年3月期 ― 8.00
28年3月期（予想） ― 8.00 16.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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
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 281,000 12.0 6,800 306.6 7,500 62.5 2,450 177.6 69.13



(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「２．サマリー情報（注記情報）に関する事項 （２）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きの対象外であり、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

く四半期レビュー手続きは終了しておりません。

※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。
業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。

※ 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） 28年3月期2Q 36,442,846 株 27年3月期 36,442,846 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 1,004,491 株 27年3月期 1,004,371 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 35,438,389 株 27年3月期2Q 36,439,004 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、政府と日銀による経済政策、金融緩和政策の効果や、円安な

どの影響により、輸出企業を中心に収益の改善が見られるなど、緩やかな回復基調ではあるものの、個人消費で

は、消費税増税後の落ち込みから、未だ勢いに欠ける状況が続いております。また、海外におきましては、米国経

済は個人消費の回復により堅調を維持しておりますが、東南アジアやブラジル経済の長期低迷、及び中国経済の成

長鈍化などもあり、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内の販売台数は低水準で推移しており、軽自動車税増税

の影響による販売減少が依然として続いております。海外におきましては、東南アジア、ブラジル市場で低迷が長

引き、中国市場で成長が鈍化しておりますが、北米市場などの需要は堅調に推移しております。

このような経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間における業績は、国内販売は減少したものの、中南米

及び中国での販売増加、また、ドル高による円換算額増加等により、売上高は1,327億7千2百万円（前年同四半

期比12.9％増）となりました。利益面につきましては、海外での売上高増加による利益貢献等により、営業利益

は15億4千8百万円（前年同四半期は営業損失5億9千4百万円）となりましたが、新興国通貨安による為替差損の

発生等により、経常利益は22億7百万円（前年同四半期比92.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純損失で

は、2億2千1百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益8千4百万円）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。

①日 本

自動車需要の減少により、売上高は528億1千5百万円（前年同四半期比8.7％減）、営業損失は5億2千2百

万円（前年同四半期は営業損失6億7千4百万円）となりました。

②北 米

堅調な自動車需要や為替変動による円換算額増加等により、売上高は251億3百万円（前年同四半期比8.4％

増）、営業利益は10億2千万円（前年同四半期比12.4％増）となりました。

③中 南 米

新規受注車種の販売増加等により、売上高は321億1千1百万円（前年同四半期比35.0％増）となりました

が、為替変動等により仕入価格が上がり、営業損失は5億1千6百万円（前年同四半期は営業損失3億1千4百万

円）となりました。

④欧 州

売上高は2億2千万円（前年同四半期比14.9％増）、営業損失は1億7千8百万円（前年同四半期は営業損失

9千3百万円）となりました。

⑤中 国

新規受注車種の販売増加や為替変動による円換算額増加等により、売上高は206億2千4百万円（前年同四半

期比82.4％増）、営業利益は17億3千9百万円（前年同四半期は営業損失2億9千5百万円）となりました。

⑥東南アジア

売上高は18億9千6百万円（前年同四半期比43.3％増）、営業利益は6千3百万円（前年同四半期は営業損

失1億2千3百万円）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資産合計は、1,671億6千2百万円と前連結会計年度末に比べ48億7千5百万円増加し

ました。これは主に、現金及び預金が30億1百万円、受取手形及び売掛金が25億6千4百万円増加したものの、投資有

価証券が7億9千8百万円減少したことによるものであります。

負債合計は、782億6千9百万円と前連結会計年度末に比べ52億7千2百万円増加しました。これは主に、支払手形及

び買掛金が45億2千2百万円増加したことによるものであります。

純資産合計は、888億9千2百万円と前連結会計年度末に比べ3億9千7百万円減少しました。これは主に、資本剰余

金が2億7千8百万円、利益剰余金が5億4千2百万円、その他有価証券評価差額金が3億8千2百万円それぞれ減少したも

のの、為替換算調整勘定が6億2千3百万円増加したことによるものであります。
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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

通期連結業績予想につきましては、中南米及び中国において引き続き販売が堅調ではありますが、国内販売に

おける車種構成の変化、また中南米での為替変動による影響の回復に、なお時間を要することが懸念されます。

このような状況を踏まえ、平成27年５月13日に公表いたしました通期の連結業績予想を以下のとおり修正いたし

ます。

平成28年３月期通期連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

（注１）通期予想の前提となる主な為替レートは、１米ドル＝120円、１メキシコペソ＝8円、１ユーロ＝130円、

１中国人民元＝18.5円であります。

（注２）上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因に

よって異なる結果となる可能性があります。

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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的

な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸

表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会

社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記

載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は

売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載す

る方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の資本剰余金が2億7千8百万円減少しております。また、当第２四半期連

結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

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

前回発表予想(A) 282,000 6,000 8,500 3,400 95.94

今回発表予想(B) 281,000 6,800 7,500 2,450 69.13

増減額(B-A) △1,000 800 △1,000 △950

増減率(%) △0.4 13.3 △11.8 △27.9

(ご参考) 前期実績
(平成27年３月期)

250,940 1,672 4,615 882 24.27
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 31,683 34,684

受取手形及び売掛金 37,788 40,353

有価証券 186 186

商品及び製品 1,812 1,880

仕掛品 816 772

原材料及び貯蔵品 9,302 11,590

その他 8,312 5,814

貸倒引当金 △30 △30

流動資産合計 89,871 95,251

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,066 11,809

機械装置及び運搬具（純額） 11,964 12,828

その他（純額） 12,389 12,018

有形固定資産合計 36,419 36,656

無形固定資産

のれん 115 101

その他 1,000 1,048

無形固定資産合計 1,115 1,149

投資その他の資産

投資有価証券 27,508 26,710

その他 7,379 7,403

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 34,880 34,105

固定資産合計 72,415 71,911

資産合計 162,287 167,162
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 39,573 44,095

短期借入金 2,005 5,597

未払法人税等 1,970 1,115

役員賞与引当金 50 -

その他 16,512 17,907

流動負債合計 60,112 68,715

固定負債

長期借入金 6,500 3,500

役員退職慰労引当金 13 9

退職給付に係る負債 520 432

その他 5,850 5,612

固定負債合計 12,884 9,554

負債合計 72,997 78,269

純資産の部

株主資本

資本金 9,040 9,040

資本剰余金 9,529 9,250

利益剰余金 52,499 51,957

自己株式 △1,440 △1,441

株主資本合計 69,628 68,807

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,832 4,450

為替換算調整勘定 10,466 11,090

退職給付に係る調整累計額 182 172

その他の包括利益累計額合計 15,482 15,713

非支配株主持分 4,178 4,372

純資産合計 89,289 88,892

負債純資産合計 162,287 167,162
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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26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

売上高 117,617 132,772

売上原価 110,267 123,049

売上総利益 7,350 9,722

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 1,911 2,202

発送運賃 843 1,030

その他 5,189 4,941

販売費及び一般管理費合計 7,944 8,174

営業利益又は営業損失（△） △594 1,548

営業外収益

受取利息 91 127

受取配当金 110 140

持分法による投資利益 1,107 1,143

為替差益 336 -

雑収入 142 134

営業外収益合計 1,787 1,546

営業外費用

支払利息 44 66

為替差損 - 804

雑支出 2 15

営業外費用合計 46 886

経常利益 1,146 2,207

特別利益

固定資産売却益 6 1

関係会社株式売却益 286 -

負ののれん発生益 0 -

特別利益合計 292 1

特別損失

固定資産処分損 27 9

関係会社出資金評価損 68 31

特別損失合計 95 41

税金等調整前四半期純利益 1,343 2,167

法人税、住民税及び事業税 1,150 1,222

法人税等調整額 △149 259

法人税等合計 1,001 1,482

四半期純利益 342 685

非支配株主に帰属する四半期純利益 258 906

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（△）

84 △221
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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26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

四半期純利益 342 685

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,174 △382

為替換算調整勘定 506 730

退職給付に係る調整額 △4 △22

持分法適用会社に対する持分相当額 427 △52

その他の包括利益合計 2,104 272

四半期包括利益 2,447 958

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,189 10

非支配株主に係る四半期包括利益 258 948
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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26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27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 1,343 2,167

減価償却費 1,919 2,451

のれん償却額 14 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16 0

受取利息及び受取配当金 △201 △268

支払利息 44 66

持分法による投資損益（△は益） △1,107 △1,143

固定資産処分損益（△は益） 21 8

関係会社株式売却損益（△は益） △286 -

売上債権の増減額（△は増加） 2,497 △1,883

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,204 △2,201

仕入債務の増減額（△は減少） △1,706 4,051

その他 3,036 2,918

小計 2,388 6,181

利息及び配当金の受取額 1,322 946

利息の支払額 △30 △31

法人税等の支払額 △1,556 △1,585

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,124 5,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 - △1,464

有価証券の純増減額（△は増加） △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △2,135 △2,246

有形固定資産の売却による収入 167 44

投資有価証券の取得による支出 △18 △19

投資有価証券の売却による収入 - 290

子会社出資金の取得による支出 △82 -

関係会社株式の取得による支出 - △198

関係会社株式の売却による収入 1,558 -

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

1,015 -

その他 △206 △206

投資活動によるキャッシュ・フロー 297 △3,800

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） △1,170 524

長期借入れによる収入 3 -

自己株式の取得による支出 △0 △0

非支配株主への払戻による支出 △1,051 -

非支配株主への配当金の支払額 △251 △755

配当金の支払額 △327 △283

その他 △189 △187

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,987 △702

現金及び現金同等物に係る換算差額 △342 544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △909 1,552

現金及び現金同等物の期首残高 32,556 31,682

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

1,164 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,811 33,234
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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）

当社は、第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」等を適用しております。これに伴う影

響は、「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表

示」に記載のとおりであります。

（セグメント情報等）

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

前第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)

(注)  １ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ 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損失と調整を行っております。

当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

(注)  １ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ 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。

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

日 本 北 米 中 南 米 欧 州 中 国
東 南
アジア

計

売上高

外部顧客
への売上高

57,868 23,150 23,777 192 11,305 1,323 117,617 ― 117,617

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1,801 415 1,876 127 6,743 4 10,969 △10,969 ―

計 59,670 23,565 25,654 319 18,048 1,328 128,586 △10,969 117,617

セグメント利益
又は損失(△)

△674 908 △314 △93 △295 △123 △592 △1 △594

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

日 本 北 米 中 南 米 欧 州 中 国
東 南
アジア

計

売上高

外部顧客
への売上高

52,815 25,103 32,111 220 20,624 1,896 132,772 ― 132,772

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

2,309 430 1,976 220 6,150 218 11,305 △11,305 ―

計 55,125 25,533 34,087 441 26,774 2,115 144,077 △11,305 132,772

セグメント利益
又は損失(△)

△522 1,020 △516 △178 1,739 63 1,606 △58 1,548
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