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(百万円未満切捨て)

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 14,900 20.2 555 48.6 569 ― 330 ―

29年３月期第２四半期 12,398 6.1 373 540.1 △56 ― △345 ―
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 396百万円( ―％) 29年３月期第２四半期 △327百万円( ―％)
　

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 20.98 ―

29年３月期第２四半期 △21.95 ―
　　

（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 26,489 12,170 45.9

29年３月期 25,185 11,869 47.1
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 12,170百万円 29年３月期 11,869百万円
　　　

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00

30年３月期 ― 0.00

30年３月期(予想) ― ― ―

(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30年３月期の期末配当金は未定であります。
　

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 30,000 13.1 1,200 10.1 1,170 2.2 710 3.8 45.07
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 有
　　

（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 15,786,910株 29年３月期 15,786,910株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 32,954株 29年３月期 30,650株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 15,754,876株 29年３月期２Ｑ 15,758,031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、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。また、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、添付資料の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。
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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我が国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和などを背景に、企業収益や

雇用環境の改善が続き、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、米国や欧州の政治動向や北朝鮮情

勢の動向など、我が国の景気を下押しするリスクも依然として顕在しております。

このような経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間の当社グループは、自動車部門では、国内軽・小型車が堅

調に推移し、また、建設機械部門においては、第4次排ガス規制車投入前の前倒し生産及び中国市場の回復が顕著と

なりました。以上の市場環境に加え、鋼材価格の上昇に伴う販売価格への反映もあり、売上は増加しました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は149億円（前年同四半期比20.2%増）となりました。部門別で

は、自動車部品は111億７千８百万円（前年同四半期比15.4%増）、建設機械部品は31億１千３百万円（前年同四半

期比42.4%増）、農業機械部品は３億７百万円（前年同四半期比18.6%増）、その他部品は３億円（前年同四半期比

12.3%増）となりました。

　一方、損益面におきましては、売上の増加、グループを挙げての原価低減により、営業利益は５億５千５百万円

（前年同四半期比48.6％増）となり、経常利益は５億６千９百万円（前年同四半期は経常損失５千６百万円）、親

会社株主に帰属する四半期純利益は３億３千万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失３億４千５

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財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ13億３百万円増加

し、264億８千９百万円となりました。

　資産の部では、流動資産は、現金及び預金が１億４千万円減少、電子記録債権が７億２千５百万円増加したこと

等により、前連結会計年度末に比べ６億７千１百万円増加し、148億９千６百万円となり、また固定資産は前連結会

計年度末に比べ６億３千１百万円増加し、115億９千２百万円となりました。

　負債の部では、流動負債は、電子記録債務が５億６千万円増加、未払法人税等が１億７千８百万円減少、その他

に含まれている設備電子記録債務が６億７千６百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ10億４百万

円増加し、134億６千６百万円となり、固定負債は、前連結会計年度末に比べ２百万円減少し、８億５千１百万円と

なりました。

　純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益３億３千万円の計上による増加、剰余金の配当による９千４百万

円の減少等により、前連結会計年度末に比べ３億１百万円増加し、121億７千万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、平成29年８月４日に公表しました業績予

想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（平成29年11月６日）公表の「平成30年３月期第２四半期連結

累計期間の業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ」をご参照下さい。

平成30年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成29年９月28日に公表しました数値に変更はございませ

ん。

　なお、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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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：千円)

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 3,035,173 2,894,683

受取手形及び売掛金 3,787,892 3,753,109

電子記録債権 2,748,452 3,473,486

製品 348,335 399,570

仕掛品 1,316,065 1,213,393

原材料及び貯蔵品 2,366,658 2,498,923

その他 622,813 663,709

流動資産合計 14,225,391 14,896,877

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,587,725 2,801,006

機械装置及び運搬具（純額） 4,481,626 4,646,454

土地 2,609,258 2,609,330

その他（純額） 790,803 1,032,274

有形固定資産合計 10,469,413 11,089,066

無形固定資産 58,353 49,283

投資その他の資産

投資有価証券 163,179 187,773

その他 278,768 275,267

貸倒引当金 △9,130 △9,130

投資その他の資産合計 432,818 453,910

固定資産合計 10,960,585 11,592,260

資産合計 25,185,977 26,489,137

負債の部

流動負債

買掛金 2,602,724 2,573,087

電子記録債務 4,320,705 4,881,548

短期借入金 3,602,000 3,572,000

未払法人税等 419,764 241,202

賞与引当金 367,212 376,298

役員賞与引当金 13,000 6,600

その他 1,136,651 1,815,938

流動負債合計 12,462,058 13,466,674

固定負債

長期借入金 176,000 145,999

退職給付に係る負債 483,615 506,236

役員退職慰労引当金 115,300 119,952

資産除去債務 25,915 25,184

その他 53,489 54,342

固定負債合計 854,320 851,715

負債合計 13,316,378 14,318,390
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(単位：千円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金 1,641,063 1,641,063

利益剰余金 8,161,917 8,397,651

自己株式 △9,453 △10,148

株主資本合計 11,937,014 12,172,053

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 57,848 75,525

為替換算調整勘定 △44,218 3,000

退職給付に係る調整累計額 △81,046 △79,832

その他の包括利益累計額合計 △67,416 △1,306

非支配株主持分 - -

純資産合計 11,869,598 12,170,746

負債純資産合計 25,185,977 26,489,137
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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：千円)
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 12,398,409 14,900,477

売上原価 11,220,964 13,465,372

売上総利益 1,177,445 1,435,104

販売費及び一般管理費 803,837 880,072

営業利益 373,608 555,032

営業外収益

受取利息 1,431 4,250

受取配当金 1,651 2,357

受取ロイヤリティー 3,586 3,386

債務勘定整理益 8,429 45,446

その他 24,652 22,134

営業外収益合計 39,751 77,575

営業外費用

支払利息 6,477 6,045

為替差損 460,513 49,060

その他 2,632 7,892

営業外費用合計 469,623 62,998

経常利益又は経常損失（△） △56,263 569,610

特別損失

固定資産処分損 14,111 30,013

製品保証費用 82,999 －

災害による損失 52,766 －

特別損失合計 149,878 30,013

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（△）

△206,141 539,596

法人税等 139,773 209,075

四半期純利益又は四半期純損失（△） △345,915 330,520

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

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（△）

△345,915 330,520
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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：千円)
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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △345,915 330,520

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △24,705 17,676

為替換算調整勘定 40,971 47,219

退職給付に係る調整額 1,982 1,214

その他の包括利益合計 18,248 66,110

四半期包括利益 △327,666 396,631

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △327,666 396,631

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

(単位：千円)
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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△206,141 539,596

減価償却費 541,495 594,924

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,225 9,064

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,800 △6,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 13,001 23,998

受取利息及び受取配当金 △3,083 △6,607

支払利息 6,477 6,045

為替差損益（△は益） 506,957 45,639

有形固定資産除却損 14,952 31,623

売上債権の増減額（△は増加） △218,377 △690,088

未収入金の増減額（△は増加） △75,184 △19,192

たな卸資産の増減額（△は増加） △368,211 △80,042

仕入債務の増減額（△は減少） 964,223 531,205

その他 38,734 178,619

小計 1,221,870 1,158,386

利息及び配当金の受取額 3,083 6,607

利息の支払額 △6,429 △6,016

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 88,288 △383,510

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,306,813 775,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △11,466 △616

有形固定資産の取得による支出 △506,339 △755,828

有形固定資産の売却による収入 21,177 1,073

その他 △3,673 △3,004

投資活動によるキャッシュ・フロー △500,302 △758,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 - △30,000

長期借入金の返済による支出 △36,000 △30,000

リース債務の返済による支出 △4,371 △5,137

自己株式の取得による支出 - △695

配当金の支払額 △78,246 △94,043

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,617 △159,876

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,337 2,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 675,555 △140,489

現金及び現金同等物の期首残高 1,681,443 3,035,173

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,356,999 2,894,683
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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)

該当事項はありません。
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