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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第2四半期 139,439 5.5 2,244 △13.0 4,960 14.9 254 △87.2

29年3月期第2四半期 132,132 △0.5 2,580 66.7 4,318 95.6 1,995 ―

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　1,983百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△5,636百万円 （―％）

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

30年3月期第2四半期 7.19 ―

29年3月期第2四半期 56.32 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第2四半期 179,064 93,831 49.3

29年3月期 173,650 92,877 50.5

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 88,332百万円 29年3月期 87,653百万円

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

29年3月期 ― 9.00 ― 10.00 19.00

30年3月期 ― 10.00

30年3月期（予想） ― 10.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成29年3月期　第2四半期配当金の内訳：普通配当8円00銭　記念配当1円00銭

平成29年3月期　期末配当金の内訳：普通配当8円00銭　記念配当2円00銭

平成30年3月期　第2四半期配当金の内訳：普通配当9円00銭　記念配当1円00銭

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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 293,000 3.7 6,800 △23.2 10,800 △12.5 6,300 △13.3 177.77

（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

(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） 30年3月期2Q 36,442,846 株 29年3月期 36,442,846 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 1,004,753 株 29年3月期 1,004,708 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 35,438,132 株 29年3月期2Q 35,438,331 株

※四半期決算短信は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。

　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。
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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、政府による経済・金融政策等により企業収益や雇用環境に改

善が見られるなど、緩やかながら回復基調で推移いたしました。一方、海外におきましては、米国や欧州において

景気の回復傾向が見られましたが、米国新政権の政策動向や、東アジアの地政学的リスクなど、政治・経済の不確

実性はより高まっております。また中国を中心とした新興国における景気下振れリスクの懸念もあり、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、国内市場では乗用車、軽自動車ともに販売は堅調に推移

いたしました。海外におきましては、中国市場はSUV人気に支えられ販売は堅調に推移しましたが、米国市場にお

いては減速感が強まりました。また、東南アジア市場、ブラジル市場では販売台数が上向き改善傾向が見られま

した。

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、国内を中心に販売が堅調に推移したこ

とにより、売上高は1,394億3千9百万円（前年同四半期比5.5％増）となりました。利益面につきましては、海外に

おける為替変動や販売製品構成変化の影響等により、営業利益は22億4千4百万円（前年同四半期比13.0％減）、経

常利益は49億6千万円（前年同四半期比14.9％増）となりました。また、関連会社株式売却の意思決定に伴い税金費

用を認識したことにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は2億5千4百万円（前年同四半期比87.2％減）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

既存受注車種の販売が堅調であったことにより、売上高は588億2千4百万円（前年同四半期比5.8％増）、

営業利益は7億6千2百万円となりました。

　

②北 米

売上高は259億4千6百万円（前年同四半期比9.1％増）となりましたが、販売製品構成変化の影響等により

営業利益は3億7千2百万円（前年同四半期比53.1％減）となりました。

　

③中 南 米

販売は底堅く推移したものの、為替変動の影響等により、売上高は283億1千7百万円（前年同四半期比

5.9％減）、営業損失は12億5千7百万円（前年同四半期は営業損失6億9千9百万円）となりました。

　
④欧 州

売上高は6億5千4百万円（前年同四半期比20.0％減）、営業損失は8億7千2百万円（前年同四半期は営業

損失3億6千4百万円）となりました。

　

⑤中 国

売上高は239億7千4百万円（前年同四半期比17.2％増）、営業利益は32億2千4百万円（前年同四半期比

9.4％増）となりました。

　

⑥東南アジア

売上高は17億2千2百万円（前年同四半期比23.4％増）、営業利益は8千1百万円（前年同四半期は営業

損失2千6百万円）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、1,790億6千4百万円と前連結会計年度末に比べ54億1千4百万円増加し

ております。これは主に、受取手形及び売掛金が18億1百万円、投資有価証券が19億7千6百万円それぞれ増加したこ

とによるものであります。

負債合計は、852億3千2百万円と前連結会計年度末に比べ44億5千9百万円増加しております。これは主に、支払手

形及び買掛金が13憶7千万円、繰延税金負債の増加等により固定負債その他が20億6千7百万円それぞれ増加したこと

によるものであります。

純資産合計は、938億3千1百万円と前連結会計年度末に比べ9億5千4百万円増加しております。これは主に、その

他有価証券評価差額金が8億8百万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

平成30年３月期の通期連結業績予想につきましては、最近の業績動向に加え、富士機工株式会社のシート事業を

吸収分割し継承した会社である株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬの子会社化に伴う特別損益及び持分法適用関連会社の株

式譲渡による特別利益、並びにこれらに関連した税負担を織り込み、業績予想を見直しております。

　

平成30年３月期通期連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

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) 281,000 7,500 10,000 5,200 146.73

今回発表予想(B) 293,000 6,800 10,800 6,300 177.77

増減額(B-A) 12,000 △700 800 1,100

増減率(%) 4.3 △9.3 8.0 21.2

(ご参考) 前期実績
(平成29年３月期)

282,525 8,859 12,337 7,262 204.94

（注１）上記の業績予想の前提とした主要な為替レートは、1米ドル＝111.5円、1メキシコペソ＝6.0円、1中国

人民元＝16.5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。
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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
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 40,919 42,561

受取手形及び売掛金 43,529 45,330

有価証券 177 179

商品及び製品 1,850 1,952

仕掛品 525 543

原材料及び貯蔵品 7,322 8,568

その他 8,045 6,084

貸倒引当金 △88 △84

流動資産合計 102,280 105,136

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,293 11,325

機械装置及び運搬具（純額） 11,065 10,301

その他（純額） 10,434 10,563

有形固定資産合計 32,793 32,190

無形固定資産

のれん 57 43

その他 1,181 1,247

無形固定資産合計 1,239 1,291

投資その他の資産

投資有価証券 27,438 29,415

その他 10,001 11,141

貸倒引当金 △103 △110

投資その他の資産合計 37,336 40,445

固定資産合計 71,369 73,928

資産合計 173,650 179,064
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 49,393 50,763

短期借入金 805 494

未払法人税等 1,864 1,556

役員賞与引当金 85 -

その他 16,632 18,425

流動負債合計 68,781 71,241

固定負債

長期借入金 6,500 6,500

役員退職慰労引当金 15 8

退職給付に係る負債 437 376

その他 5,039 7,106

固定負債合計 11,992 13,991

負債合計 80,773 85,232

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 60,240 60,141

自己株式 △1,441 △1,441

株主資本合計 77,087 76,987

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,810 5,619

為替換算調整勘定 5,713 5,613

退職給付に係る調整累計額 42 112

その他の包括利益累計額合計 10,566 11,345

非支配株主持分 5,223 5,499

純資産合計 92,877 93,831

負債純資産合計 173,650 179,064
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 132,132 139,439

売上原価 121,009 128,388

売上総利益 11,122 11,051

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 2,128 2,274

発送運賃 956 889

その他 5,456 5,642

販売費及び一般管理費合計 8,541 8,806

営業利益 2,580 2,244

営業外収益

受取利息 162 171

受取配当金 125 140

持分法による投資利益 1,020 1,590

為替差益 385 698

雑収入 96 132

営業外収益合計 1,790 2,732

営業外費用

支払利息 29 6

雑支出 22 9

営業外費用合計 52 16

経常利益 4,318 4,960

特別利益

固定資産売却益 9 9

子会社清算益 161 -

特別利益合計 171 9

特別損失

固定資産処分損 34 26

減損損失 - 297

投資有価証券評価損 28 -

ゴルフ会員権評価損 2 -

特別損失合計 65 324

税金等調整前四半期純利益 4,425 4,645

法人税、住民税及び事業税 1,399 2,405

法人税等調整額 △55 997

法人税等合計 1,344 3,402

四半期純利益 3,080 1,243

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,084 988

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,995 254
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 3,080 1,243

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △630 808

為替換算調整勘定 △6,027 △360

退職給付に係る調整額 3 27

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,062 263

その他の包括利益合計 △8,717 740

四半期包括利益 △5,636 1,983

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,047 1,033

非支配株主に係る四半期包括利益 410 949
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 4,425 4,645

減価償却費 2,521 2,459

のれん償却額 14 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 1

受取利息及び受取配当金 △287 △311

支払利息 29 6

持分法による投資損益（△は益） △1,020 △1,590

固定資産処分損益（△は益） 24 16

減損損失 - 297

子会社清算損益（△は益） △161 -

投資有価証券評価損益（△は益） 28 -

売上債権の増減額（△は増加） △5,183 △2,211

たな卸資産の増減額（△は増加） △611 △1,411

仕入債務の増減額（△は減少） 3,185 1,724

その他 1,232 3,612

小計 4,181 7,254

利息及び配当金の受取額 1,073 1,406

利息の支払額 △20 △2

法人税等の支払額 △2,007 △2,487

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,227 6,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加） △0 △1

有形固定資産の取得による支出 △1,268 △2,357

有形固定資産の売却による収入 74 26

投資有価証券の取得による支出 △19 △21

投資有価証券の売却による収入 100 -

子会社出資金の取得による支出 △437 -

その他 △620 △469

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,172 △2,823

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） 138 △354

長期借入れによる収入 3,000 -

長期借入金の返済による支出 △3,000 -

自己株式の取得による支出 △0 △0

非支配株主への配当金の支払額 △1,149 △673

配当金の支払額 △283 △357

その他 △186 △175

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,480 △1,561

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,167 △163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,592 1,622

現金及び現金同等物の期首残高 37,598 39,687

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,006 41,310
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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。

　

（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。

　

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

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２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

(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

55,592 23,779 30,097 818 20,448 1,395 132,132 ― 132,132

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1,707 216 2,565 152 4,833 519 9,996 △9,996 ―

計 57,300 23,995 32,663 970 25,282 1,915 142,128 △9,996 132,132

セグメント利益
又は損失(△)

5 793 △699 △364 2,949 △26 2,657 △76 2,580

(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。

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

(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

58,824 25,946 28,317 654 23,974 1,722 139,439 ― 139,439

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1,828 129 2,072 35 4,154 860 9,080 △9,080 ―

計 60,652 26,075 30,389 690 28,129 2,582 148,520 △9,080 139,439

セグメント利益
又は損失(△)

762 372 △1,257 △872 3,224 81 2,311 △66 2,244

(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。
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