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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第１四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年６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 ％

2020年３月期第１四半期 20,885 4.9 788 36.3 948 △4.9 631 △10.5

2019年３月期第１四半期 19,915 △1.2 578 4.7 997 30.5 705 50.0
(注) 包括利益 2020年３月期第１四半期 506百万円(△49.2％) 2019年３月期第１四半期 998百万円( 97.5％)
　

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

2020年３月期第１四半期 100.88 －

2019年３月期第１四半期 112.67 －
　

　

（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 ％

2020年３月期第１四半期 84,139 58,202 65.0

2019年３月期 84,215 58,147 64.7
(参考) 自己資本 2020年３月期第１四半期 54,673百万円 2019年３月期 54,469百万円
　

　　

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

2019年３月期 － 50.00 － 50.00 100.00

2020年３月期 －

2020年３月期(予想) 50.00 － 50.00 100.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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)

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) 41,400 3.5 900 △12.5 1,000 △31.3 700 △25.6 111.78

通期 83,000 △0.0 2,700 21.2 3,000 7.5 1,900 6.4 303.41
(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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
：
無

　

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 ： 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) 2020年３月期１Ｑ 6,385,599株 2019年３月期 6,385,599株

② 期末自己株式数 2020年３月期１Ｑ 123,419株 2019年３月期 123,344株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期１Ｑ 6,262,208株 2019年３月期１Ｑ 6,263,357株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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
（将来に関する記述等についてのご注意）
　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当た
っての注意事項等につきましては、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１四半期連結累計期間における国内売上高は、乗用車や軽自動車を中心に増加いたしました。海外売上高は、

北米のコントロールケーブルの需要減少があったものの、中国拠点及びアジア拠点での売上が好調だったことによ

り、海外拠点全体では売上高が増加いたしました。

　このような状況のなか、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高が前年同四半

期に比べ９億６千９百万円増収（前年同四半期比4.9％増）の208億８千５百万円となりました。

損益の状況につきましては、売上増及び調達改善や生産性改善等の改善活動が進んだことで、営業利益が前年同

四半期に比べ２億９百万円増益（同36.3％増）の７億８千８百万円、経常利益は前年同四半期に比べ４千８百万円

減益（同4.9％減）の９億４千８百万円となりました。その主な減益要因は為替差損益２億７千６百万円によるもの

です。結果として、親会社株主に帰属する四半期純利益は６億３千１百万円となりました。(同10.5％減）

なお、通期の業績予想には変更はありません。

セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、売上高はセグメント間の売上高を含んでおります。

〔日本〕

売上高158億４千７百万円（前年同期比6.2％増）、営業利益９億８千４百万円（同35.3％増）となりました。

〔北米〕

売上高19億２百万円（前年同期比10.9％減）、営業損失１億８百万円（前年同期は38万円の営業利益）となりま

した。

〔中国〕

売上高22億２百万円（前年同期比13.5％増）、営業利益２億６千９百万円（同41.9％増）となりました。

〔アジア〕

売上高26億１千１百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益６千９百万円（同65.2％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は353億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億９百万円減

少（0.6％減）いたしました。これは主に受取手形及び売掛金の減少（７億９千９百万円）と現金及び預金の増加

（４億９千４百万円）によるものであります。固定資産は488億３千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億

３千４百万円増加（0.3％増）いたしました。これは主に投資有価証券の増加（１億９千９百万円）と退職給付に係

る資産の増加（１億６千１百万円）及び有形固定資産の減少（２億２百万円）によるものであります。

この結果、総資産は841億３千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ７千５百万円減少（0.1％減）いたしま

した。

　 （負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は169億６千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１千４百万

円増加（0.1％増）いたしました。これは主に未払費用の増加（14億４千５百万円）と賞与引当金の減少（８億２千

７百万円）、短期借入金の減少（２億８千９百万円）及び未払金の減少（２億３百万円）によるものであります。

固定負債は89億６千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億４千４百万円減少（1.6％減）いたしました。こ

れは主に繰延税金負債の減少（９千万円）と役員退職慰労引当金の減少（４千７百万円）によるものであります。

この結果、負債合計は、259億３千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億２千９百万円減少（0.5％減）

いたしました。

　 （純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は582億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ５千４百万円

増加（0.1％増）いたしました。これは主に利益剰余金の増加（３億１千８百万円）と為替換算調整勘定の減少（２

億７千６百万円）によるものであります。

この結果、自己資本比率は65.0％（前連結会計年度末は64.7％）となりました。
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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

2019年４月25日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,263,472 10,758,351

受取手形及び売掛金 12,838,181 12,038,731

電子記録債権 2,840,773 2,631,479

商品及び製品 2,420,657 2,655,725

仕掛品 1,000,507 1,005,808

原材料及び貯蔵品 4,883,428 4,999,580

未収入金 426,384 395,862

その他 850,960 828,969

貸倒引当金 △13,061 △12,950

流動資産合計 35,511,303 35,301,557

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 29,256,130 29,166,122

減価償却累計額 △22,468,179 △22,549,666

建物及び構築物（純額） 6,787,951 6,616,456

機械装置及び運搬具 60,741,027 60,522,350

減価償却累計額 △51,273,980 △51,141,820

機械装置及び運搬具（純額） 9,467,047 9,380,530

土地 9,325,255 9,302,401

建設仮勘定 2,259,078 2,320,340

その他 9,844,177 9,908,241

減価償却累計額 △8,897,301 △8,944,428

その他（純額） 946,876 963,812

有形固定資産合計 28,786,209 28,583,541

無形固定資産

のれん 1,600 －

その他 322,215 307,667

無形固定資産合計 323,816 307,667

投資その他の資産

投資有価証券 16,621,319 16,821,164

長期前払費用 421,313 403,750

繰延税金資産 365,901 379,354

退職給付に係る資産 1,961,960 2,123,047

その他 292,411 288,664

貸倒引当金 △69,135 △68,778

投資その他の資産合計 19,593,770 19,947,203

固定資産合計 48,703,795 48,838,411

資産合計 84,215,099 84,139,968
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,619,091 8,589,314

電子記録債務 2,001,874 1,906,710

短期借入金 930,194 640,963

1年内返済予定の長期借入金 55,862 40,271

リース債務 380,949 322,626

未払金 514,576 311,349

未払費用 1,793,164 3,239,041

未払法人税等 341,427 327,679

賞与引当金 1,596,314 769,242

役員賞与引当金 84,095 17,977

製品保証引当金 19,139 19,321

その他 616,607 783,307

流動負債合計 16,953,297 16,967,807

固定負債

長期借入金 2,800,000 2,800,000

リース債務 313,018 279,779

繰延税金負債 4,020,900 3,930,473

役員退職慰労引当金 247,815 200,407

退職給付に係る負債 1,492,497 1,504,843

資産除去債務 125,974 126,694

その他 113,621 127,287

固定負債合計 9,113,827 8,969,485

負債合計 26,067,124 25,937,293

純資産の部

株主資本

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金 11,056,764 11,056,764

利益剰余金 24,743,855 25,062,455

自己株式 △577,593 △577,807

株主資本合計 46,060,234 46,378,620

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,799,952 9,941,880

為替換算調整勘定 △716,798 △993,727

退職給付に係る調整累計額 △673,507 △653,360

その他の包括利益累計額合計 8,409,646 8,294,792

非支配株主持分 3,678,093 3,529,262

純資産合計 58,147,975 58,202,675

負債純資産合計 84,215,099 84,139,968
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 19,915,738 20,885,571

売上原価 17,223,773 18,019,344

売上総利益 2,691,964 2,866,227

販売費及び一般管理費 2,113,068 2,077,473

営業利益 578,895 788,754

営業外収益

受取利息 3,987 4,013

受取配当金 297,219 306,004

為替差益 133,624 －

その他 24,366 22,450

営業外収益合計 459,198 332,468

営業外費用

支払利息 24,142 15,549

為替差損 － 143,367

その他 16,677 13,568

営業外費用合計 40,820 172,484

経常利益 997,273 948,738

税金等調整前四半期純利益 997,273 948,738

法人税、住民税及び事業税 450,431 424,759

法人税等調整額 △215,055 △170,596

法人税等合計 235,375 254,162

四半期純利益 761,898 694,575

非支配株主に帰属する四半期純利益 56,230 62,862

親会社株主に帰属する四半期純利益 705,667 631,712
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益 761,898 694,575

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 315,166 140,463

為替換算調整勘定 △78,954 △348,636

退職給付に係る調整額 348 20,432

その他の包括利益合計 236,559 △187,740

四半期包括利益 998,457 506,835

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 967,569 516,859

非支配株主に係る四半期包括利益 30,888 △10,023
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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）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日）

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

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 14,069,033 2,134,697 1,573,828 2,138,178 19,915,738

セグメント間の内部売上高
又は振替高

857,816 46 367,202 258,161 1,483,227

計 14,926,850 2,134,743 1,941,031 2,396,339 21,398,965

セグメント利益 727,786 387 189,899 42,182 960,256

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 960,256

未実現利益の消去等 2,925

全社費用(注) △384,286

四半期連結損益計算書の営業利益 578,895

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年６月30日）

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

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 14,933,196 1,902,385 1,768,084 2,281,904 20,885,571

セグメント間の内部売上高
又は振替高

913,835 － 434,494 330,053 1,678,384

計 15,847,032 1,902,385 2,202,579 2,611,958 22,563,956

セグメント利益 984,583 △108,912 269,535 69,695 1,214,901

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,214,901

未実現利益の消去等 △8,213

全社費用(注) △417,932

四半期連結損益計算書の営業利益 788,754

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。
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        （金額単位：百万円、単位未満切捨て） 

（１）連結決算の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）営業利益の増減要因 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（百万円）
〔売上高・営業利益〕換算為替レート

  　('19/4～'19/6)  109.67円／$

  　('18/4～'18/6)  109.53円／$

〔営業外損益〕債権債務期末評価為替レート（期末）

  　('19/3) 110.99 → ('19/6) 107.79円／$ 　 差 △3.20円（円高）

  　('18/3) 106.24 → ('18/6) 110.54円／$ 　 差 ＋4.30円（円安）

　

0

  差 ＋0.14円（円安）
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        （金額単位：百万円、単位未満切捨て） 

 (３）経常利益の増減要因 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（４）親会社株主に帰属する当期純利益の増減要因 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（５）連結の範囲 
       連結子会社数  ２１社（海外１１社、国内１０社） 

  
 
（６）連結財政状態                                              (百万円) 

 当第１四半期末 前期末 増減 

総 資 産 84,139 84,215 △75 

純 資 産 58,202 58,147 ＋54 

自己資本比率 (％ ) 65.0 64.7 ＋0.3ﾎﾟｲﾝﾄ 
  
 
（７）製品別売上高                                              (百万円) 

 当第１四半期 前第１四半期 増減 

シ ャ シ ば ね 7,471 (35.8) 6,431 (32.3) ＋1,039 (＋16.2) 

精 密 ば ね 5,593 (26.8) 5,409 (27.2) ＋184 (＋3.4) 

ケ ー ブ ル 4,471 (21.4) 4,687 (23.5) △215 (△4.6) 

そ の 他 3,349 (16.0) 3,387 (17.0) △38 (△14.7) 

合      計 20,885 (100.0) 19,915 (100.0) ＋969 (＋4.9) 
 
  
（８）設備投資実績（有形固定資産）                              (百万円) 

 当第１四半期 前第１四半期 前期 

設 備 投 資 額      816      577      3,848 

減 価 償 却 費      754      750      3,313 
 

※　▲２５８　の内訳

（増益） 受取配当金の増 ＋8

支払利息の減 ＋8

その他 ＋2

（減益） 為替差損益 ▲276

合計 ▲258

※　▲２６ の内訳

（減益） 税金費用の増 ▲18

合計 ▲24

非支配株主に帰属する
　　四半期純利益の増

▲6


