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1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年12月31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3四半期 308,506 16.9 26,480 △5.3 27,284 △9.1 17,184 △6.9
27年3月期第3四半期 263,826 8.0 27,962 0.3 30,006 0.4 18,462 0.5

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 10,859百万円 （△76.6％） 27年3月期第3四半期 46,387百万円 （21.2％）

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

28年3月期第3四半期 102.81 102.74
27年3月期第3四半期 109.66 109.54

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第3四半期 445,049 334,017 68.4
27年3月期 448,652 332,174 67.2
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 304,573百万円 27年3月期 301,616百万円

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 ― 16.00 ― 16.00 32.00
28年3月期 ― 17.00 ―
28年3月期（予想） 17.00 34.00

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 ： 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

通期 396,000 10.0 38,800 2.0 40,100 △1.3 25,500 1.2 152.58



(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） ： 有 

(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 

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、為替等のリスクや不確実性を含んでおります。実際の業績 
は、様々な重要な要素により、これら業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。業績予想の前提条件その他の関連する事項につ 
いては、四半期決算短信【添付資料】P.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

新規 1社 （社名） 天津斯坦雷電気科技有限公司 、 除外 ―社 （社名）

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3Q 177,800,000 株 27年3月期 177,800,000 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 10,783,107 株 27年3月期 10,224,032 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 167,153,481 株 27年3月期3Q 168,365,863 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 

① 全般的な営業の概況 
当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が続きました。 
一方、世界経済は、米国では景気は回復が続き、欧州では景気は緩やかに回復しました。アジアで

は多くの国で成長のペースが鈍化し、中国では緩やかな成長ペースの減速が続きました。 
以上のような事業環境のもと、当社並びにグループ各社（以下、当社グループ）では、グローバル

での市場ニーズを的確に捉えた製品開発、及び受注拡大を目指した営業力強化や生産能力の増強、そ
して生産工程や間接部門の徹底的なムダ取りといった生産革新活動による生産性向上等を着実に実
行しております。 
その結果、当第３四半期連結累計期間において、売上高は3,085億６百万円(前年同期比16.9％増)、

営業利益は 264 億８千万円(前年同期比 5.3％減)、経常利益は 272 億８千４百万円(前年同期比 9.1％
減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は171億８千４百万円(前年同期比6.9％減)となりました。
なおブラジルなどにおける為替影響等により営業外費用に為替差損を計上しております。 

 
② セグメント情報の概況 

第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期比較について
は、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

 
1） 自動車機器事業 

世界の自動車生産台数は、日本で減少、欧州、アジアで微増、米州、中国で横ばい、全体として
横ばいとなりました。二輪車生産台数では、日本、アジア、中国で減少、米州で微増、欧州で増加、
全体として減少となりました。 
このような市場環境のもと、当社グループの自動車機器事業は、第３四半期連結会計期間におい

ては増収増益となったものの、第２四半期連結会計期間において発生した一過性費用等の影響によ
り、第３四半期連結累計期間では減益となっております。 
その結果、当第３四半期連結累計期間における自動車機器事業の売上高は 2,384 億１千３百万円

(前年同期比 21.2％増)、営業利益は 159 億９千６百万円(前年同期比 8.5％減)となりました。 
 

2） コンポーネンツ事業 
当セグメントが関連する車載市場は世界で減少となったものの、情報通信市場及びＬＥＤ照明市

場は増加、ＡＶ市場は微増、遊技市場は横ばいとなりました。 
このような市場環境のもと、当社グループのコンポーネンツ事業（ＬＥＤ、液晶等）は、車載向

けＬＥＤは増加したものの、自動車用電球が減少したほか、アジアでの液晶新ラインの立上げ費用
増加等により減収減益となりました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間におけるコンポーネンツ事業の売上高は 231 億３千８百万

円(前年同期比 5.0％減)、営業利益は 37 億７千２百万円(前年同期比 13.9％減)となりました。 
 
3） 電子応用製品事業 

当セグメントが関連する車載インテリア市場は世界で横ばい、ＬＥＤ照明市場は増加となったも
のの、ＡＶ市場のうちカメラ市場は減少となりました。 
このような市場環境のもと、当社グループの電子応用製品事業（ＬＥＤ照明製品、液晶用バック

ライト、ストロボ、操作パネル等）は、車載向けの操作パネル、及び電子基板製品等が堅調に推移
し増収増益となりました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間における電子応用製品事業の売上高は 461 億５千５百万円

(前年同期比 8.2％増)、営業利益は 46 億７千１百万円(前年同期比 3.5％増)となりました。 
 

 (2) 財政状態に関する説明 
当第３四半期連結会計期間末における総資産は 4,450 億４千９百万円となり、前連結会計年度末に

比べ 36 億３百万円減少しております。主な要因は、流動資産が 44 億６千万円減少したことによるも
のです。流動資産の減少は、たな卸資産及び有価証券が減少したこと等によるものです。 
負債は1,110億３千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ54億４千６百万円減少しております。

主な要因は、賞与引当金及び未払法人税等が減少したこと等によるものです。 
純資産は 3,340 億１千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ 18 億４千２百万円増加しておりま

す。主な要因は、その他の包括利益累計額が 69 億５千７百万円減少したものの、株主資本が 99 億１
千３百万円増加したこと等によるものです。その他の包括利益累計額の減少は、為替レートの変動に
伴い為替換算調整勘定が減少したこと等によるものです。また、株主資本の増加は、配当金の支払い
や自己株式の取得があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等によるものです。 
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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 
現時点においては、業績予想の変更はありません。 
当業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、為替 

等のリスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、様々な重要な要素により、これら業績予想
とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 

 
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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

第２四半期連結会計期間より、新たに設立した天津斯坦雷電気科技有限公司を連結の範囲に含めて
おります。 

 
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

    (会計方針の変更) 
「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３四半期連結累計期
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。 
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。 

なお、これに伴う四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。 
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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27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 76,216 82,244

受取手形及び売掛金 67,050 67,478

有価証券 6,860 5,004

たな卸資産 36,684 34,511

繰延税金資産 2,243 1,439

その他 26,496 20,419

貸倒引当金 △12 △20

流動資産合計 215,539 211,078

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 59,893 59,821

機械装置及び運搬具（純額） 45,498 48,985

工具、器具及び備品（純額） 22,271 22,549

土地 12,877 13,120

リース資産（純額） 389 389

建設仮勘定 17,681 18,363

有形固定資産合計 158,611 163,229

無形固定資産

のれん 337 251

その他 7,071 6,227

無形固定資産合計 7,409 6,479

投資その他の資産

投資有価証券 60,996 60,422

繰延税金資産 1,543 1,448

その他 4,552 2,390

投資その他の資産合計 67,091 64,261

固定資産合計 233,112 233,970

資産合計 448,652 445,049
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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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 44,809 49,316

短期借入金 12,396 11,321

リース債務 145 156

未払法人税等 3,120 1,463

繰延税金負債 66 47

賞与引当金 3,288 1,482

役員賞与引当金 117 104

その他 18,642 15,854

流動負債合計 82,586 79,746

固定負債

社債 10,000 10,000

リース債務 252 249

繰延税金負債 11,095 11,880

役員退職慰労引当金 51 46

退職給付に係る負債 8,239 6,914

資産除去債務 543 513

その他 3,707 1,679

固定負債合計 33,891 31,284

負債合計 116,478 111,031

純資産の部

株主資本

資本金 30,514 30,514

資本剰余金 29,825 29,867

利益剰余金 220,274 231,906

自己株式 △18,272 △20,033

株主資本合計 262,342 272,256

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 24,262 23,657

為替換算調整勘定 16,028 9,457

退職給付に係る調整累計額 △1,015 △797

その他の包括利益累計額合計 39,274 32,316

新株予約権 182 192

非支配株主持分 30,374 29,251

純資産合計 332,174 334,017

負債純資産合計 448,652 445,049
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 263,826 308,506

売上原価 206,825 251,013

売上総利益 57,000 57,493

販売費及び一般管理費 29,038 31,012

営業利益 27,962 26,480

営業外収益

受取利息 378 379

受取配当金 472 505

持分法による投資利益 818 1,004

受取ロイヤリティー 975 920

雑収入 937 429

営業外収益合計 3,583 3,238

営業外費用

支払利息 222 214

為替差損 645 1,640

特別調査費用 209 168

雑損失 462 410

営業外費用合計 1,539 2,434

経常利益 30,006 27,284

特別利益

固定資産売却益 109 16

特別利益合計 109 16

特別損失

固定資産除却損 463 580

早期割増退職金 370 －

特別損失合計 833 580

税金等調整前四半期純利益 29,281 26,720

法人税等 7,682 7,327

四半期純利益 21,599 19,392

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,137 2,208

親会社株主に帰属する四半期純利益 18,462 17,184
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 21,599 19,392

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,993 △609

為替換算調整勘定 20,335 △6,750

退職給付に係る調整額 711 218

持分法適用会社に対する持分相当額 1,748 △1,391

その他の包括利益合計 24,788 △8,533

四半期包括利益 46,387 10,859

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 39,496 10,227

非支配株主に係る四半期包括利益 6,890 632
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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)

【セグメント情報】

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

前第３四半期連結累計期間　(自 平成26年４月１日　至 平成26年12月31日)

(単位：百万円)

自動車
機器事業

コンポーネ
ンツ事業

電子応用
製品事業

その他
(注)１

調整額
(注)２

四半期連結損益
計算書計上額

(注)３

売上高

外部顧客への売上高 196,650 24,363 42,644 168 － 263,826

セグメント間の内部
売上高又は振替高

304 11,446 10,995 2,201 △ 24,947 －

計 196,954 35,809 53,639 2,369 △ 24,947 263,826

17,488 4,381 4,513 58 1,520 27,962

(注)１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない身体障害者雇用促進事業、グループに対する金融・経営

　　　サービス等の事業活動を含んでおります。

　　２　セグメント利益の調整額1,520百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,544百万円、

　　　セグメント間取引消去4,232百万円等が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

　    基礎的試験研究費及び管理部門に係る費用であります。

　　３　セグメント利益は、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３四半期連結累計期間　(自 平成27年４月１日　至 平成27年12月31日)

(単位：百万円)

自動車
機器事業

コンポーネ
ンツ事業

電子応用
製品事業

その他
(注)１

調整額
(注)２

四半期連結損益
計算書計上額

(注)３

売上高

外部顧客への売上高 238,413 23,138 46,155 798 － 308,506

セグメント間の内部
売上高又は振替高

216 12,330 17,488 1,858 △ 31,894 －

計 238,630 35,469 63,644 2,656 △ 31,894 308,506

15,996 3,772 4,671 59 1,980 26,480

(注)１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない身体障害者雇用促進事業、グループに対する金融・経営

　　　サービス等の事業活動を含んでおります。

　　２　セグメント利益の調整額1,980百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,041百万円、

　　　セグメント間取引消去4,249百万円等が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

　    基礎的試験研究費及び管理部門に係る費用であります。

　　３　セグメント利益は、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。

2.報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間から、事業構造の変化と各事業の成長にあわせて、自動車機器事業に含まれていた自動車用電子基板製品の

事業区分を見直し、電子応用製品事業へ変更いたしました。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

セグメント利益

セグメント利益
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(重要な後発事象)
自己株式の取得

　当社は、平成28年1月29日開催の取締役会において、会社法第459条第１項第１号の規定による定款の定めに基づき、
自己株式の取得を下記のとおり決議しました。

(１)自己株式の取得を行う理由
　　株主の皆さまへの利益還元と企業環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を可能とするため。

(２)取得の内容
 ① 取得する株式の種類

  当社普通株式

 ② 取得する株式の総数

  700,000株（上限）

 ③ 株式の取得価額の総額

  1,500百万円（上限）

 ④ 取得する期間

  平成28年2月1日から平成28年2月16日まで

 ⑤ 取得する方法

  市場買付

スタンレー電気(株)　(6923)　平成28年３月期　第３四半期決算短信

－9－


	③定性的情報_201512 - 0129自動車機器_再修正
	平成28年３月期　第３四半期決算短信_0129
	③定性的情報_201512 - 0129自動車機器_再修正
	平成28年３月期　第３四半期決算短信_0128
	③定性的情報_201512 - 0128自動車機器修正
	平成28年３月期　第３四半期決算短信_0128 - コピー
	③定性的情報_201512 - 0128自動車機器修正
	平成28年３月期　第３四半期決算短信_0122 - コピー
	③定性的情報_201512 - 0125為替影響修正
	平成28年３月期　第３四半期決算短信_0121 - コピー
	②目次
	③定性的情報_201512
	④四半期連結財務諸表に関する注記事項
	AsyncHTMLOutput_BS
	AsyncHTMLOutput_CI
	AsyncHTMLOutput_PL
	uji_表紙0120








