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1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年6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 ％

29年3月期第1四半期 64,171 0.3 848 ― 1,987 ― 936 ―
28年3月期第1四半期 64,003 10.9 △164 ― △294 ― △1,480 ―

（注）包括利益 29年3月期第1四半期 △4,169百万円 （―％） 28年3月期第1四半期 650百万円 （―％）

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

29年3月期第1四半期 26.43 ―
28年3月期第1四半期 △41.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第1四半期 152,944 82,678 51.2
28年3月期 163,826 87,701 50.6
（参考）自己資本 29年3月期第1四半期 78,240百万円 28年3月期 82,877百万円

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

28年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
29年3月期 ―
29年3月期（予想） 9.00 ― 9.00 18.00

3. 平成29年3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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

第2四半期(累計) 131,000 △1.3 2,000 29.2 3,500 58.5 900 ― 25.40
通期 270,000 △4.8 7,500 8.9 10,400 34.2 5,000 196.7 141.09



(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」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すが、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

四半期レビュー報告書を受領しております。

※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、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） 29年3月期1Q 36,442,846 株 28年3月期 36,442,846 株
② 期末自己株式数 29年3月期1Q 1,004,525 株 28年3月期 1,004,491 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期1Q 35,438,338 株 28年3月期1Q 35,438,415 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策等により企業収益や雇用環境は改

善が見られたものの、急激な円高や株価低迷による消費マインドの悪化により、景気は足踏み状態が続いておりま

す。また、海外では米国や欧州は引き続き回復基調にあるものの、中国を中心とした新興国については景気下振れ

のリスクも懸念され、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、国内市場では軽自動車増税の影響に加え、熊本地震や燃費

不正問題の影響もあり販売減少が続いております。海外では、中国市場では小型車向け減税措置による市場の活性

化が継続し、米国市場でも大型車を中心に堅調を維持しております。一方、東南アジア市場では販売台数が上向く

地域が見られるものの、先行きは不透明であり、ブラジル市場においては低迷が続いております。

このような経営環境のもと、当第１四半期連結累計期間における業績は、国内及び海外ともに販売は底堅く推移

したものの、為替変動に伴う円換算額減少により、売上高は641億7千1百万円（前年同四半期比0.3％増）と微増に

とどまりました。利益面につきましては、量産効果及び海外での合理化努力による利益貢献等により、営業利益は

8億4千8百万円（前年同四半期は営業損失1億6千4百万円）となりました。経常利益は、海外子会社での為替差益の

発生等により、19億8千7百万円（前年同四半期は経常損失2億9千4百万円）、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（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失14億8千万円）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

海外向け車種の販売増加等により、売上高は258億5千万円（前年同四半期比5.3％増）、営業損失は3億4千

6百万円（前年同四半期は営業損失7億6百万円）となりました。

②北 米

売上高は127億2千8百万円（前年同四半期比4.0％増）、営業利益は4億3千9百万円（前年同四半期比

110.0％増）となりました。

③中 南 米

販売は増加したものの為替変動に伴う円換算額の減少により、売上高は151億8千万円（前年同四半期比

9.3％減）、営業損失は2億6千8百万円（前年同四半期は営業損失1億6千5百万円）となりました。

④欧 州

売上高は4億2千9百万円（前年同四半期比124.1％増）、営業損失は3億5百万円（前年同四半期は営業損

失1億2千万円）となりました。

⑤中 国

売上高は92億1千7百万円（前年同四半期比0.9％減）、量産効果及び合理化努力による利益貢献等により営

業利益は13億6千万円（前年同四半期比141.7％増）となりました。

⑥東南アジア

売上高は7億6千3百万円（前年同四半期比21.3％減）、営業損失は61万円（前年同四半期は営業利

益4千5百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、1,529億4千4百万円と前連結会計年度末に比べ108億8千2百万円減

少しております。これは主に、受取手形及び売掛金が32億円、投資有価証券が時価評価等により27億6千8百万円

それぞれ減少したことによるものであります。

負債合計は、702億6千5百万円と前連結会計年度末に比べ58億5千9百万円減少しました。これは主に、支払手形

及び買掛金が39億3千1百万円減少したことによるものであります。

純資産合計は、826億7千8百万円と前連結会計年度末に比べ50億2千2百万円減少しました。これは主に、為替

換算調整勘定が42億9百万円減少したこと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29年３月期の通期業績予想につきましては、平成28年５月12日に公表いたしました業績予想から変更はあり

ません。

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

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第１四半期連結累計期間における、四半期連結財務諸表への影響額は軽微であります。

（３）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を

当第１四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 38,602 37,083

受取手形及び売掛金 38,737 35,536

有価証券 176 161

商品及び製品 1,797 1,972

仕掛品 462 497

原材料及び貯蔵品 8,404 7,610

その他 7,031 6,529

貸倒引当金 △36 △35

流動資産合計 95,175 89,354

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,025 11,485

機械装置及び運搬具（純額） 11,492 10,481

その他（純額） 10,194 10,066

有形固定資産合計 33,713 32,032

無形固定資産

のれん 86 79

その他 1,006 1,005

無形固定資産合計 1,093 1,084

投資その他の資産

投資有価証券 25,422 22,654

その他 8,430 7,827

貸倒引当金 △8 △10

投資その他の資産合計 33,844 30,472

固定資産合計 68,651 63,589

資産合計 163,826 152,944
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 44,159 40,228

短期借入金 4,312 4,355

未払法人税等 1,886 823

役員賞与引当金 50 50

その他 16,248 16,627

流動負債合計 66,656 62,084

固定負債

長期借入金 3,500 3,500

役員退職慰労引当金 11 12

退職給付に係る負債 606 550

その他 5,350 4,118

固定負債合計 9,468 8,180

負債合計 76,125 70,265

純資産の部

株主資本

資本金 9,040 9,040

資本剰余金 9,247 9,247

利益剰余金 53,580 54,233

自己株式 △1,441 △1,441

株主資本合計 70,427 71,080

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,054 2,959

為替換算調整勘定 8,508 4,298

退職給付に係る調整累計額 △112 △98

その他の包括利益累計額合計 12,450 7,160

非支配株主持分 4,824 4,438

純資産合計 87,701 82,678

負債純資産合計 163,826 152,944
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

売上高 64,003 64,171

売上原価 60,331 58,988

売上総利益 3,671 5,182

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 1,127 1,111

発送運賃 520 447

その他 2,187 2,775

販売費及び一般管理費合計 3,835 4,334

営業利益又は営業損失（△） △164 848

営業外収益

受取利息 66 90

受取配当金 99 109

持分法による投資利益 492 560

為替差益 - 335

雑収入 41 63

営業外収益合計 699 1,158

営業外費用

支払利息 38 11

為替差損 787 -

雑支出 3 8

営業外費用合計 829 19

経常利益又は経常損失（△） △294 1,987

特別利益

固定資産売却益 1 5

子会社清算益 - 161

特別利益合計 1 167

特別損失

固定資産処分損 3 22

投資有価証券評価損 - 28

関係会社出資金評価損 31 -

ゴルフ会員権評価損 - 2

特別損失合計 34 53

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△327 2,101

法人税、住民税及び事業税 534 805

法人税等調整額 146 △206

法人税等合計 680 599

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,008 1,501

非支配株主に帰属する四半期純利益 471 565

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（△）

△1,480 936
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,008 1,501

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 617 △1,094

為替換算調整勘定 734 △3,074

退職給付に係る調整額 △11 1

持分法適用会社に対する持分相当額 317 △1,503

その他の包括利益合計 1,658 △5,671

四半期包括利益 650 △4,169

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 125 △4,353

非支配株主に係る四半期包括利益 524 184
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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）

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１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６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１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６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

24,559 12,242 16,732 191 9,304 971 64,003 ― 64,003

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1,194 224 675 2 3,161 8 5,266 △5,266 ―

計 25,754 12,467 17,407 193 12,466 979 69,269 △5,266 64,003

セグメント利益
又は損失(△)

△706 209 △165 △120 562 45 △175 11 △164

(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

25,850 12,728 15,180 429 9,217 763 64,171 ― 64,171

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

786 151 1,505 44 2,342 339 5,169 △5,169 ―

計 26,637  12,880 16,685 474 11,559 1,103 69,340 △5,169 64,171

セグメント利益
又は損失(△)

△346 439 △268 △305 1,360 △0 878 △30 848
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