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(百万円未満切捨て)
１．平成30年３月期の連結業績（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期 83,655 2.6 3,358 22.7 3,350 14.4 2,089 △1.0

29年３月期 81,500 △2.4 2,737 81.3 2,928 131.0 2,110 386.3
(注) 包括利益 30年３月期 4,128百万円( 70.5％) 29年３月期 2,421百万円( －％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

30年３月期 333.60 － 3.9 3.8 4.0

29年３月期 336.75 － 4.2 3.4 3.4
(参考) 持分法投資損益 30年３月期 －百万円 29年３月期 －百万円
　

(注) 当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の
期首に当該株式併合が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」を算定しております。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

30年３月期 88,539 58,562 61.8 8,737.96

29年３月期 87,462 55,124 58.8 8,206.67
(参考) 自己資本 30年３月期 54,730百万円 29年３月期 51,420百万円
　

(注) 当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の
期首に当該株式併合が行われたと仮定して、「１株当たり純資産」を算定しております。

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

30年３月期 3,278 △3,092 △1,608 14,476

29年３月期 7,219 △2,773 △772 15,920
　

　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

29年３月期 － 4.00 － 5.00 9.00 563 26.7 1.1

30年３月期 － 4.00 － 60.00 － 626 30.0 1.2

31年３月期(予想) － 50.00 － 50.00 100.00 28.5
　

(注) 当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。平成30年３月期の１
株当たり期末配当金については、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「－」として記
載しております。株式併合後の基準で換算した１株当たり年間配当額は、平成29年３月期は90円、平成30年３月期
は100円となります。
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３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31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) 39,500 △2.3 1,100 △5.4 1,200 △6.4 700 △0.1 111.76

通 期 81,000 △3.2 3,200 △4.7 3,400 1.5 2,200 5.3 351.24

※ 注記事項

（１）期中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）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
　

　

（３）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 6,385,599株 29年３月期 6,385,599株

② 期末自己株式数 30年３月期 122,026株 29年３月期 119,924株

③ 期中平均株式数 30年３月期 6,264,415株 29年３月期 6,266,506株
　

(注) 当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度
の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株
式数」を算定しております。

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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当た
っての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における当社グループの主要な取引先の国内自動車生産台数は、軽自動車及び乗用車を中心に、

前年度を上回る結果となりました。

また海外における当社グループの主要な取引先の自動車生産台数は、中国、タイにおいて、前年度を上回る結果

となりました。

このような状況のなか、当社グループの当連結会計年度の業績につきましては、売上高が前連結会計年度に比べ

21億５千４百万円の増収（2.6％増）の836億５千５百万円となりました。

損益の状況につきましては、主に合理化によるコスト低減の成果により、営業利益が前連結会計年度に比べ６億

２千１百万円増益の33億５千８百万円（22.7％増）と過去最高益となり、経常利益は、前連結会計年度に比べ、４

億２千２百万円増益の33億５千万円（14.4％増）とこちらも過去最高益となりました。親会社株主に帰属する当期

純利益は前連結会計年度に比べ２千万円減益の20億８千９百万円（1.0％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。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631億１百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益34億９千８百万円（同22.0％増）となりました。

〔北米〕

売上高85億１千３百万円（前年同期比10.9％減）、営業利益１億２千６百万円（同76.4％減）となりました。

〔中国〕

売上高74億２千８百万円（前年同期比13.2％増）、営業利益５億３千３百万円（同107.9％増）となりました。

〔アジア〕

売上高105億４百万円（前年同期比3.4％増）、営業利益６億２千１百万円（同30.6％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

当連結会計年度末における流動資産は397億３千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億４千４百万円減少

（4.2％減）いたしました。これは主に現金及び預金の減少（14億３千１百万円）と商品及び製品の減少（５億４千

万円）及び受取手形及び売掛金の増加（４億２千万円）によるものであります。固定資産は488億６百万円となり、

前連結会計年度末に比べ28億２千１百万円増加（6.1％増）いたしました。これは主に投資有価証券の増加（17億８

千３百万円）と退職給付に係る資産の増加（15億７千２百万円）及び有形固定資産の減少（７億９千５百万円）に

よるものであります。

この結果、総資産は885億３千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億７千７百万円増加（1.2％増）いた

しました。

（負債）

当連結会計年度末における流動負債は218億８千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億３千６百万円増加

（13.7％増）いたしました。これは主に１年内返済予定の長期借入金の増加（45億２百万円）と支払手形及び買掛

金の減少（10億６千５百万円）及び未払金の減少（３億８千万円）によるものであります。固定負債は80億９千２

百万円となり、前連結会計年度末に比べ49億９千７百万円減少（38.2％減）いたしました。これは主に長期借入金

の減少（46億４千６百万円）と退職給付に係る負債の減少（７億８千１百万円）によるものであります。

この結果、負債合計は、299億７千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億６千１百万円減少（7.3％減）

いたしました。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産合計は585億６千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億３千８百万円増

加（6.2％増）いたしました。これは主に利益剰余金の増加（15億２千５百万円）とその他有価証券評価差額金の増

加（12億３千２百万円）によるものであります。

この結果、自己資本比率は61.8％（前連結会計年度末は58.8％）となりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、144億７千６百万円となり、前連結会

計年度末に比べ14億４千４百万円の減少（9.1％減）となりました。

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は32億７千８百万円（前年同期比54.6％減）となりました。これは主に、減価償却費

34億２千万円、税金等調整前当期純利益31億１千９百万円などの資金の増加と仕入債務の減少10億１千７百万円など

の資金の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は30億９千２百万円（前年同期比11.5％増）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出29億９百万円などの資金の減少によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は16億８百万円（前年同期比108.3％増）となりました。これは主に、配当金の支払額

５億６千５百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出５億２千７百万円及び短期借入金の減少４億５千２

百万円などの資金の減少によるものであります。

（４）今後の見通し

日本経済は緩やかな回復が続いているものの、自動車の国内販売は上振れ要因に乏しく、生産台数はほぼ横ばいと

予想されます。

海外では新興国の経済成長は回復基調にあり、今後も拡大が見込まれる一方、米国・欧州などの先進国市場が成熟

期を迎え、先行きは不透明な状況にあります。

このような状況のなか、次期連結会計年度の業績見通しにつきましては、売上高810億円、営業利益32億円、経常利

益34億円、親会社株主に帰属する当期純利益は22億円を見込んでおり、設備投資は35億円を計画しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の企業間の比較可能性などを考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する

方針であります。

なお、今後につきましては、国内の同業他社のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の適用動向等を踏まえ、ＩＦＲＳの

適用について検討を進めていく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）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)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,098,028 14,666,718

受取手形及び売掛金 15,289,338 15,710,119

商品及び製品 2,676,422 2,136,086

仕掛品 1,261,875 1,193,440

原材料及び貯蔵品 4,210,191 4,197,163

繰延税金資産 982,947 778,298

未収入金 349,010 387,217

その他 623,119 675,816

貸倒引当金 △13,600 △11,718

流動資産合計 41,477,333 39,733,143

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 28,728,868 29,141,673

減価償却累計額 △21,483,064 △22,043,641

建物及び構築物（純額） 7,245,804 7,098,032

機械装置及び運搬具 59,774,463 59,764,013

減価償却累計額 △49,820,995 △50,356,293

機械装置及び運搬具（純額） 9,953,467 9,407,720

土地 9,287,385 9,266,166

建設仮勘定 1,705,897 1,675,173

その他 9,202,598 9,517,174

減価償却累計額 △8,203,555 △8,568,157

その他（純額） 999,043 949,016

有形固定資産合計 29,191,597 28,396,109

無形固定資産

のれん 14,403 8,002

その他 216,346 317,092

無形固定資産合計 230,750 325,094

投資その他の資産

投資有価証券 15,711,715 17,495,152

長期前払費用 429,702 434,447

繰延税金資産 135,925 305,321

退職給付に係る資産 51,491 1,624,477

その他 304,800 293,979

貸倒引当金 △70,651 △67,918

投資その他の資産合計 16,562,983 20,085,461

固定資産合計 45,985,331 48,806,664

資産合計 87,462,664 88,539,807
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,749,768 10,684,322

短期借入金 1,596,538 1,138,794

1年内返済予定の長期借入金 53,750 4,556,207

リース債務 429,646 451,117

未払金 1,110,842 730,658

未払費用 1,403,952 1,615,842

未払法人税等 290,097 296,574

賞与引当金 1,587,617 1,574,451

役員賞与引当金 80,015 79,169

製品保証引当金 30,942 21,534

その他 915,094 736,440

流動負債合計 19,248,267 21,885,113

固定負債

長期借入金 5,004,442 357,562

リース債務 896,347 593,243

繰延税金負債 4,321,874 5,153,645

役員退職慰労引当金 346,134 277,070

退職給付に係る負債 2,251,404 1,470,349

資産除去債務 120,400 123,155

その他 149,448 117,115

固定負債合計 13,090,052 8,092,142

負債合計 32,338,320 29,977,255

純資産の部

株主資本

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金 11,038,654 11,038,654

利益剰余金 22,121,255 23,647,063

自己株式 △565,563 △572,950

株主資本合計 43,431,554 44,949,975

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,616,023 10,848,346

為替換算調整勘定 △767,881 △697,345

退職給付に係る調整累計額 △859,397 △370,117

その他の包括利益累計額合計 7,988,744 9,780,883

非支配株主持分 3,704,045 3,831,692

純資産合計 55,124,344 58,562,551

負債純資産合計 87,462,664 88,539,807
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 81,500,704 83,655,267

売上原価 70,735,270 71,971,074

売上総利益 10,765,433 11,684,193

販売費及び一般管理費 8,028,386 8,325,663

営業利益 2,737,046 3,358,530

営業外収益

受取利息 17,026 15,216

受取配当金 502,064 522,416

その他 129,438 64,635

営業外収益合計 648,529 602,268

営業外費用

支払利息 166,947 142,900

固定資産除売却損 39,493 37,068

為替差損 160,848 285,109

その他 89,863 145,187

営業外費用合計 457,152 610,266

経常利益 2,928,423 3,350,532

特別損失

固定資産除売却損 12,393 2,142

減損損失 27,279 228,277

その他 258 217

特別損失合計 39,930 230,637

税金等調整前当期純利益 2,888,493 3,119,894

法人税、住民税及び事業税 461,286 736,784

法人税等調整額 247,126 123,758

法人税等合計 708,413 860,542

当期純利益 2,180,079 2,259,351

非支配株主に帰属する当期純利益 69,828 169,537

親会社株主に帰属する当期純利益 2,110,251 2,089,813
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

当期純利益 2,180,079 2,259,351

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 575,277 1,245,749

為替換算調整勘定 △323,403 132,952

退職給付に係る調整額 △10,574 490,419

その他の包括利益合計 241,298 1,869,121

包括利益 2,421,378 4,128,472

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,452,303 3,881,953

非支配株主に係る包括利益 △30,924 246,519
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 10,837,208 11,128,923 20,512,357 △561,293 41,917,195

当期変動額

剰余金の配当 △501,352 △501,352

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,110,251 2,110,251

自己株式の取得 △4,270 △4,270

自己株式の処分 －

連結子会社の増資に

よる持分の増減
△90,263 △90,263

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△5 △5

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － △90,269 1,608,898 △4,270 1,514,358

当期末残高 10,837,208 11,038,654 22,121,255 △565,563 43,431,554

その他の包括利益累計額
非支配

株主持分
純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 9,040,001 △553,927 △839,382 7,646,692 3,440,554 53,004,443

当期変動額

剰余金の配当 △501,352

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,110,251

自己株式の取得 △4,270

自己株式の処分 －

連結子会社の増資に

よる持分の増減
205,844 115,580

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△0 △5

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

576,021 △213,954 △20,015 342,052 57,646 399,699

当期変動額合計 576,021 △213,954 △20,015 342,052 263,490 2,119,901

当期末残高 9,616,023 △767,881 △859,397 7,988,744 3,704,045 55,124,344
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当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 10,837,208 11,038,654 22,121,255 △565,563 43,431,554

当期変動額

剰余金の配当 △563,855 △563,855

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,089,813 2,089,813

自己株式の取得 △10,774 △10,774

自己株式の処分 △150 3,387 3,237

連結子会社の増資に

よる持分の増減
－

連結子会社株式の取

得による持分の増減
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 1,525,808 △7,387 1,518,420

当期末残高 10,837,208 11,038,654 23,647,063 △572,950 44,949,975

その他の包括利益累計額
非支配

株主持分
純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 9,616,023 △767,881 △859,397 7,988,744 3,704,045 55,124,344

当期変動額

剰余金の配当 △563,855

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,089,813

自己株式の取得 △10,774

自己株式の処分 3,237

連結子会社の増資に

よる持分の増減
－

連結子会社株式の取

得による持分の増減
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,232,323 70,536 489,279 1,792,139 127,646 1,919,786

当期変動額合計 1,232,323 70,536 489,279 1,792,139 127,646 3,438,207

当期末残高 10,848,346 △697,345 △370,117 9,780,883 3,831,692 58,562,551
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,888,493 3,119,894

減価償却費 3,525,228 3,420,687

減損損失 27,279 228,277

のれん償却額 6,401 6,401

製品保証引当金の増減額（△は減少） △16,708 △9,407

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 201,329 △906,910

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △175,953 △680,612

受取利息及び受取配当金 △519,090 △537,632

支払利息 166,947 142,900

為替差損益（△は益） 6,146 138,767

有形固定資産除却損 47,694 37,107

売上債権の増減額（△は増加） 48,907 △463,771

たな卸資産の増減額（△は増加） 860,124 562,582

仕入債務の増減額（△は減少） △23,712 △1,017,640

未払金の増減額（△は減少） △146,269 △376,716

その他 398,232 △100,248

小計 7,295,049 3,563,679

利息及び配当金の受取額 519,090 537,632

利息の支払額 △166,661 △142,588

助成金の受取額 5,484 12,225

法人税等の支払額 △433,495 △692,030

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,219,467 3,278,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △102,000 △94,400

定期預金の払戻による収入 266,300 84,400

有形固定資産の取得による支出 △2,956,737 △2,909,025

有形固定資産の売却による収入 41,768 6,062

無形固定資産の取得による支出 △67,137 △179,265

貸付けによる支出 △37,035 △35,970

貸付金の回収による収入 35,862 38,736

その他 45,895 △2,541

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,773,084 △3,092,003
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

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） △180,206 △452,868

長期借入れによる収入 94,995 32,022

長期借入金の返済による支出 △262,375 △87,698

セール・アンド・リースバックによる収入 244,573 117,165

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △367,521 △527,345

非支配株主からの払込みによる収入 246,300 －

自己株式の取得による支出 △4,270 △8,452

自己株式の売却による収入 － 3,235

配当金の支払額 △501,565 △565,782

非支配株主への配当金の支払額 △42,147 △118,872

その他 △5 2

財務活動によるキャッシュ・フロー △772,223 △1,608,594

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,176 △22,958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,646,981 △1,444,639

現金及び現金同等物の期首残高 12,273,791 15,920,773

現金及び現金同等物の期末残高 15,920,773 14,476,133
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（５）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。

(セグメント情報等)

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検証を行う対象となっているものであります。

当社グループは、主に自動車部品等を生産・販売しており、国内においては当社及び国内子会社が、海外において

は北米、中国、アジア（台湾、タイ、インドネシア）等の各地域を各海外子会社が、それぞれ担当しております。各

子会社の取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、

「北米」、「中国」及び「アジア」の４つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、自動車部品等

の他、住宅機器、電子機器及びその他の製品を生産・販売しております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(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 57,543,136 9,528,038 5,337,648 9,091,880 81,500,704

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,271,557 30,854 1,225,104 1,071,353 5,598,869

計 60,814,693 9,558,893 6,562,752 10,163,234 87,099,573

セグメント利益 2,867,084 536,506 256,446 475,654 4,135,692

セグメント資産 63,427,641 4,307,855 7,125,329 8,828,461 83,689,288

その他の項目

減価償却費 2,320,425 268,048 396,931 447,523 3,432,929

のれんの償却額 － － 6,401 － 6,401

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,955,383 38,508 457,415 138,328 2,589,635
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当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）

(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 59,689,999 8,513,158 6,016,505 9,435,604 83,655,267

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,411,357 644 1,411,815 1,068,707 5,892,525

計 63,101,357 8,513,803 7,428,320 10,504,311 89,547,793

セグメント利益 3,498,492 126,669 533,073 621,094 4,779,329

セグメント資産 67,569,998 3,853,533 7,423,878 8,000,972 86,848,382

その他の項目

減価償却費 2,208,775 249,344 398,933 436,798 3,293,851

のれんの償却額 － － 6,401 － 6,401

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,133,242 89,051 442,813 273,522 2,938,630

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表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)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 87,099,573 89,547,793

セグメント間取引消去 △5,598,869 △5,892,525

連結財務諸表の売上高 81,500,704 83,655,267

　

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 4,135,692 4,779,329

未実現利益の消去等 47,669 32,706

全社費用(注) △1,446,314 △1,453,505

連結財務諸表の営業利益 2,737,046 3,358,530

(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。

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 83,689,288 86,848,382

セグメント間取引消去 △4,357,752 △3,618,105

全社資産(注) 8,131,128 5,309,531

連結財務諸表の資産合計 87,462,664 88,539,807

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金（現金及び預金）、本社建物、投資有価証

券、全社設備等であります。
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(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 3,432,929 3,293,851 △6,259 △11,659 3,426,669 3,282,192

のれんの償却費 6,401 6,401 － － 6,401 6,401

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,589,635 2,938,630 118,182 42,176 2,707,818 2,980,807

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

減損損失 4,495 533 22,250 － 27,279

当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

減損損失 148,217 3,392 76,668 0 228,277
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

１株当たり純資産額 8,206.67円 8,737.96円

１株当たり当期純利益金額 336.75円 333.60円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 55,124,344 58,562,551

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 3,704,045 3,831,692

(うち非支配株主持分(千円)) (3,704,045) (3,831,692)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 51,420,298 54,730,859

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株)

6,265,675 6,263,573

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) 2,110,251 2,089,813

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益金額(千円)

2,110,251 2,089,813

普通株式の期中平均株式数(株) 6,266,506 6,264,415

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,428,512 9,124,277

受取手形 34,744 37,628

電子記録債権 1,929,550 2,069,914

売掛金 8,619,467 8,799,706

製品 791,709 660,327

仕掛品 738,177 752,618

原材料及び貯蔵品 1,468,646 1,537,721

繰延税金資産 632,868 548,941

短期貸付金 738,647 702,807

未収入金 726,720 793,153

その他 315,104 280,269

貸倒引当金 △500 △500

流動資産合計 26,423,649 25,306,864

固定資産

有形固定資産

建物 3,677,368 3,591,133

構築物 396,877 373,791

機械及び装置 4,644,821 4,362,529

車両運搬具 110,710 131,573

工具、器具及び備品 300,135 328,280

土地 6,091,196 6,091,196

建設仮勘定 953,642 939,814

有形固定資産合計 16,174,751 15,818,319

無形固定資産

ソフトウエア 157,043 185,082

その他 33,927 88,271

無形固定資産合計 190,970 273,353

投資その他の資産

投資有価証券 4,668,273 5,004,348

関係会社株式 15,964,105 17,357,774

関係会社出資金 3,086,786 3,086,786

従業員に対する長期貸付金 28,709 29,367

関係会社長期貸付金 2,112,453 1,622,052

前払年金費用 1,499,048 1,712,571

その他 102,200 100,094

貸倒引当金 △2,960 △1,163

投資その他の資産合計 27,458,618 28,911,832

固定資産合計 43,824,341 45,003,504

資産合計 70,247,990 70,310,369
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 142,677 68,028

電子記録債務 2,194,088 1,632,174

買掛金 6,850,373 6,462,104

1年内返済予定の長期借入金 － 4,500,000

リース債務 73,319 68,713

未払金 553,196 462,484

未払費用 880,165 973,194

未払法人税等 200,673 159,359

預り金 142,676 203,338

賞与引当金 1,278,000 1,258,000

役員賞与引当金 46,720 43,387

製品保証引当金 30,942 21,534

設備関係支払手形 221,891 119,490

その他 281,476 146,852

流動負債合計 12,896,201 16,118,660

固定負債

長期借入金 4,800,000 300,000

リース債務 98,301 89,088

繰延税金負債 3,916,453 4,498,458

退職給付引当金 1,758,420 302,710

役員退職慰労引当金 146,190 117,740

資産除去債務 63,217 64,661

固定負債合計 10,782,583 5,372,658

負債合計 23,678,784 21,491,319

純資産の部

株主資本

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金

資本準備金 11,128,923 11,128,923

資本剰余金合計 11,128,923 11,128,923

利益剰余金

利益準備金 2,709,302 2,709,302

その他利益剰余金

圧縮記帳積立金 414,048 398,677

別途積立金 7,402,000 7,402,000

繰越利益剰余金 5,078,377 6,134,093

利益剰余金合計 15,603,728 16,644,072

自己株式 △565,563 △572,950

株主資本合計 37,004,296 38,037,253

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,564,908 10,781,795

評価・換算差額等合計 9,564,908 10,781,795

純資産合計 46,569,205 48,819,049

負債純資産合計 70,247,990 70,310,369
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当事業年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 49,072,919 50,600,532

売上原価 44,103,041 45,077,303

売上総利益 4,969,877 5,523,228

販売費及び一般管理費 4,339,203 4,557,125

営業利益 630,673 966,102

営業外収益

受取利息 59,127 49,018

受取配当金 898,007 1,138,413

その他 261,769 122,844

営業外収益合計 1,218,904 1,310,276

営業外費用

支払利息 23,281 22,990

固定資産除売却損 19,786 25,014

為替差損 79,337 175,708

その他 61,258 84,529

営業外費用合計 183,663 308,243

経常利益 1,665,914 1,968,135

特別利益

抱合せ株式消滅差益 － 126,330

特別利益合計 － 126,330

特別損失

減損損失 4,495 147,642

その他 12,651 2,360

特別損失合計 17,146 150,002

税引前当期純利益 1,648,767 1,944,463

法人税、住民税及び事業税 151,864 196,537

法人税等調整額 △11,076 143,575

法人税等合計 140,788 340,113

当期純利益 1,507,979 1,604,350
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 10,837,208 11,128,923 11,128,923 2,709,302

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

圧縮記帳積立金の積

立

圧縮記帳積立金の取

崩

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 10,837,208 11,128,923 11,128,923 2,709,302

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

圧縮記帳積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 430,651 7,402,000 4,055,148 14,597,101 △561,293 36,001,940

当期変動額

剰余金の配当 △501,352 △501,352 △501,352

当期純利益 1,507,979 1,507,979 1,507,979

圧縮記帳積立金の積

立
－ －

圧縮記帳積立金の取

崩
△16,602 16,602 － －

自己株式の取得 △4,270 △4,270

自己株式の処分 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 △16,602 － 1,023,229 1,006,626 △4,270 1,002,356

当期末残高 414,048 7,402,000 5,078,377 15,603,728 △565,563 37,004,296
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評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 8,987,852 8,987,852 44,989,793

当期変動額

剰余金の配当 △501,352

当期純利益 1,507,979

圧縮記帳積立金の積

立
－

圧縮記帳積立金の取

崩
－

自己株式の取得 △4,270

自己株式の処分 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

577,055 577,055 577,055

当期変動額合計 577,055 577,055 1,579,411

当期末残高 9,564,908 9,564,908 46,569,205
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　当事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 10,837,208 11,128,923 11,128,923 2,709,302

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

圧縮記帳積立金の積

立

圧縮記帳積立金の取

崩

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 10,837,208 11,128,923 11,128,923 2,709,302

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

圧縮記帳積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 414,048 7,402,000 5,078,377 15,603,728 △565,563 37,004,296

当期変動額

剰余金の配当 △563,855 △563,855 △563,855

当期純利益 1,604,350 1,604,350 1,604,350

圧縮記帳積立金の積

立
－ －

圧縮記帳積立金の取

崩
△15,371 15,371 － －

自己株式の取得 △10,774 △10,774

自己株式の処分 △150 △150 3,387 3,237

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 △15,371 － 1,055,715 1,040,344 △7,387 1,032,957

当期末残高 398,677 7,402,000 6,134,093 16,644,072 △572,950 38,037,253
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評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 9,564,908 9,564,908 46,569,205

当期変動額

剰余金の配当 △563,855

当期純利益 1,604,350

圧縮記帳積立金の積

立
－

圧縮記帳積立金の取

崩
－

自己株式の取得 △10,774

自己株式の処分 3,237

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,216,887 1,216,887 1,216,887

当期変動額合計 1,216,887 1,216,887 2,249,844

当期末残高 10,781,795 10,781,795 48,819,049
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５．その他 

 

役 員 の 異 動 
 

※１：2018年６月定時株主総会日付の予定 

※２： 当社は、2018年６月の定時株主総会日付で、執行役員制度の一部見直しを行い、取

締役と執行役員の兼務の廃止を予定しております。 

本件については本日開示いたしました「執行役員制度の一部変更に関するお知ら

せ」を参照ください。 

１．代表取締役の異動 

① 代表取締役の退任（予定） 

氏  名 現 役 職  

梶原
かじわら

 勇
ゆう

介
すけ

 
代 表 取 締 役 

専 務 執 行 役 員 

中発販売株式会社および 

株式会社リーレックス 

代表取締役に就任予定 

 

② 代表取締役昇任候補 

氏  名 新 役 職 現 役 職 

小出
こいで

 健太
けんた

 代表取締役専務 
取 締 役 

常 務 執 行 役 員 

 

２．取締役の異動 

新任取締役候補 

氏  名 新 役 職 現 役 職 

三浦
みうら

 紀文
のりふみ

 常 務 取 締 役 執 行 役 員 
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３．補欠監査役候補 

補欠監査役候補者 

氏  名 現 役 職 

山田
やまだ

 敏
とし

治
はる

 

株式会社東郷ケーブル 

株式会社岐阜中発  

代 表 取 締 役 社 長 

 

４．執行役員の異動 

① 退任予定執行役員 

氏  名 現 役 職 

土生
は ぶ

 武
たけ

文
ふみ

 常 務 執 行 役 員 

 

② 昇任予定執行役員 

氏  名 新 役 職 現 役 職 

稲垣
いながき

 昭弘
あきひろ

 常 務 執 行 役 員 執 行 役 員 

 

③ 新任執行役員候補 

氏  名 新 役 職 現 役 職 

米倉
よねくら

 浩司
こうじ

 執 行 役 員 参与 兼 営業部長 

榊 原
さかきばら

 鉄也
てつや

 執 行 役 員 
参与 

兼 生技・生産機能担当

 

以上 



- 参考１- 

（百万円）
〔売上高・営業利益〕換算為替レート

  　('17/4～'18/3)  110.70円／$

  　('16/4～'17/3)  108.72円／$

〔営業外損益〕債権債務期末評価為替レート（期末）

  　('17/3) 112.19 → ('18/3) 106.24円／$ 　 差 ▲5.95円（円高）

  　('16/3) 112.68 → ('17/3) 112.19円／$ 　 差 ▲0.49円（円高）

　

0

  差 ＋1.98円（円安）

83,655
81,500

3,358
（4. 0％）

2,928
2,110

2,737

（3. 4%）

3,350

＋2,154 (＋2. 6%)

＋621

△20

＋422

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

海外子会社の

換算レート差 ＋870
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平成３０年３月期                               平成３０年４月２６日 
決算発表（参考資料）                                       

                                                             

 

 
        （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 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 央 発 條 株 式 会 社 
    コード番号５９９２ 
     東証・名証第１部 



- 参考２- 

 

        （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） 

    ※連結子会社であった株式会社藤岡中発は、平成30年2月に当社を存続会社とする吸収合併により、 

     解散いたしました。 
 

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

 当期末 前期末 増減 

総 資 産 88,539 87,462 ＋1,077 

純 資 産 58,562 55,124 ＋3,438 

自 己 資 本 比 率 ( ％ ) 61.8 58.8 ＋3.0ﾎﾟｲﾝﾄ 
 

（７）配当の状況 

 平成３０年３月期 平成２９年３月期 

1株当たり年間配当金 １００円００銭 ９０円００銭 

（注）株式併合後の基準で換算した1株当たり年間配当額を記載しております。 
 

（８）製品別売上高                                              (百万円) 

 平成３０年３月期 平成２９年３月期 増減 

シ ャ シ ば ね 27,591 (33.0) 25,988 (31.9) 1,603 (＋6.2) 

精 密 ば ね 21,593 (25.8) 20,644 (25.3) 949 (＋4.6) 

ケ ー ブ ル 19,401 (23.2) 20,480 (25.1) △1,078 (△5.3) 

そ の 他 15,067 (18.0) 14,387 (17.7) ＋680 (＋4.7) 

合      計 83,655 (100.0) 81,500 (100.0) ＋2,154 (＋2.6) 
 

（９）設備投資実績（有形固定資産）                    (百万円) 

 平成３０年３月期 平成２９年３月期 

設 備 投 資 額      2,801 2,640  

減 価 償 却 費      3,336 3,452  
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