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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 139,314 5.8 12,630 9.9 12,789 43.2 8,454 38.8

29年3月期第2四半期 131,683 0.3 11,492 27.4 8,930 2.2 6,089 4.4

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　10,071百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△5,560百万円 （―％）

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 175.98 ―

29年3月期第2四半期 126.78 ―

(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月期第2四半期 287,727 189,145 61.6 3,685.66

29年3月期 280,072 180,069 60.1 3,501.19

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 177,097百万円 29年3月期 168,196百万円

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 ― 35.00 ― 45.00 80.00

30年3月期 ― 40.00

30年3月期（予想） ― 40.00 80.00

（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. 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 270,000 1.5 20,000 △9.4 20,000 △3.8 13,000 △6.2 270.61

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

（注）当社グループは、平成30(2018)年3月期の第４四半期において、ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の任意適用を計画しております。

　　　平成29(2017)年4月27日より公表している現在の連結業績予想はＩＦＲＳ適用影響を考慮し作成しております。



※ 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 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(注)詳細については、［添付資料］Ｐ．８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧下さい。

(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 48,593,736 株 29年3月期 48,593,736 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 543,301 株 29年3月期 553,892 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 48,044,392 株 29年3月期2Q 48,030,913 株

(注)「株式付与ＥＳＯＰ信託口」及び「役員報酬ＢＩＰ信託口」が保有する当社株式を、期末自己株式数に含めております。

(30年３月期２Ｑ 114,187株、29年３月期124,881株)。

また、「株式付与ＥＳＯＰ信託口」及び「役員報酬ＢＩＰ信託口」が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めて

おります(30年３月期２Ｑ 120,298株、29年３月期２Ｑ 108,320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

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仮定及びご利用にあたっての注意事項等については、［添付資料］Ｐ．２「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」をご覧下さい。
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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きましては、国内でのＡＴ製品の堅調な受注増加により、売上高は増加となりまし

た。利益面におきましては、売上高の増加及びコスト低減活動により、営業利益は増加いたしました。当第２四半期

連結累計期間の業績は、売上高１,３９３億円（前年同期比 ５．８％増）、営業利益 １２６億円（前年同期比 ９．

９％増）、経常利益 １２７億円（前年同期比４３．２％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益 ８４億円（前年

同期比 ３８．８％増）となりました。 

 

①セグメント情報 

報告セグメントの種類別の概況は下記のとおりであります。 

〔ＭＴ（手動変速装置関連事業）〕 

アジア・オセアニア地域での受注増加により、売上高は ３４７億円（前年同期比１．７％増）となりました。セ

グメント利益は鋼材市況の変動影響により ４８億円（前年同期比１０．７％減）となりました。 

〔ＡＴ（自動変速装置関連事業）〕 

国内での堅調な受注増加により、売上高は ８７５億円（前年同期比 ５．１％増）となりました。セグメント利

益は、売上高の増加及びコスト低減活動により６４億円（前年同期比 ４．３％増）となりました。 

〔その他〕 

２輪製品の受注増加により、売上高は １７０億円（前年同期比１９．４％増）となりました。セグメント利益は

売上高の増加により１３億円（前年同期は１億円の営業利益）となりました。 

 

②所在地別の情報 

所在地別の概況は下記のとおりであります。 

〔日本〕 

トランスミッションメーカー向けのＡＴ製品の受注増加により売上高は ６４７億円（前年同期比６．２％増）と

なりました。営業利益は、売上高の増加及びコスト低減に伴い、８１億円（前年同期比５５．１％増）となりまし

た。 

〔北中米〕 

自動車メーカー向けのＡＴ製品の受注減少により、売上高は２５１億円（前年同期比 ８．１％減）となりまし

た。営業利益は、売上高の減少及び為替変動の影響により１億円（前年同期比９４．４％減）となりました。 

〔アジア・オセアニア〕 

ＡＴ製品及び２輪製品の受注増加により、売上高は ４５６億円（前年同期比 １２．９％増）となりました。営業

利益は、鋼材市況の変化による材料費増加はあるものの売上高の増加により４０億円（前年同期比 ２．３％増）と

なりました。 

〔その他〕 

欧州での自動車メーカー向けＡＴ製品の受注増加により、売上高は ３８億円（前年同期比 ２９．１％増）、営業

利益は、２億円（前年同期は３億円の営業損失）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は ２,８７７億円となり、前連結会計年度末に比べ７６億円増加いたしまし

た。主な内容は、有形固定資産の増加 ４８億円、受取手形及び売掛金の増加 ２１億円、棚卸資産の増加 １５億

円、未収消費税の減少 ４億円、無形固定資産の減少 １億円であります。負債は ９８５億円となり、前連結会計年

度末に比べ １４億円減少いたしました。主な内容は、短期借入金の減少 ２２億円、設備未払金の減少 １３億円、

長期借入金の減少 ２億円、支払手形及び買掛金の増加 １７億円、未払費用の増加 ７億円であります。純資産は 

１,８９１億円となり、９０億円増加いたしました。主な内容は、利益剰余金の増加 ７８億円（親会社株主に帰属す

る四半期純利益による増加 ８４億円、剰余金の処分（配当金）による減少 ２１億円、連結子会社の決算期変更に伴

う増加 １５億円）、為替換算調整勘定の変動による増加 ８億円、非支配株主持分の増加 １億円であります。 

 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成29年４月27日に公表いたしました平成30年３月期の連結業績予想に変更はあ

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：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 45,523 45,340 

受取手形及び売掛金 49,195 51,379 

商品及び製品 13,840 14,273 

仕掛品 5,330 5,559 

原材料及び貯蔵品 11,616 12,541 

繰延税金資産 4,290 4,703 

短期貸付金 181 32 

その他 5,317 4,385 

貸倒引当金 △153 △170 

流動資産合計 135,142 138,046 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 39,876 40,616 

機械装置及び運搬具（純額） 60,898 62,057 

工具、器具及び備品（純額） 7,160 7,702 

土地 11,925 12,013 

建設仮勘定 13,999 16,277 

有形固定資産合計 133,860 138,667 

無形固定資産 3,692 3,495 

投資その他の資産    

投資有価証券 3,775 3,939 

長期貸付金 118 255 

退職給付に係る資産 1,064 1,092 

繰延税金資産 722 689 

その他 1,744 1,580 

貸倒引当金 △47 △38 

投資その他の資産合計 7,377 7,517 

固定資産合計 144,929 149,681 

資産合計 280,072 287,727 
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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 19,892 21,619 

短期借入金 11,609 9,381 

未払費用 9,838 10,592 

未払法人税等 3,506 3,250 

製品保証引当金 2,880 2,693 

その他 7,895 6,802 

流動負債合計 55,624 54,339 

固定負債    

社債 10,000 10,000 

長期借入金 25,326 25,041 

長期未払金 218 137 

繰延税金負債 2,800 2,807 

退職給付に係る負債 5,195 5,246 

資産除去債務 28 29 

その他 808 980 

固定負債合計 44,378 44,242 

負債合計 100,002 98,581 

純資産の部    

株主資本    

資本金 8,284 8,284 

資本剰余金 7,559 7,563 

利益剰余金 150,807 158,664 

自己株式 △1,400 △1,372 

株主資本合計 165,250 173,139 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,164 1,326 

為替換算調整勘定 1,736 2,608 

退職給付に係る調整累計額 45 22 

その他の包括利益累計額合計 2,945 3,958 

非支配株主持分 11,872 12,048 

純資産合計 180,069 189,145 

負債純資産合計 280,072 287,727 
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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 
(平成28年４月１日から 

 平成28年９月30日まで) 

当第２四半期連結累計期間 
(平成29年４月１日から 
 平成29年９月30日まで) 

売上高 131,683 139,314 

売上原価 103,971 110,288 

売上総利益 27,712 29,026 

販売費及び一般管理費    

荷造運搬費 2,970 3,043 

製品保証引当金繰入額 516 53 

役員報酬及び給料手当 3,975 4,321 

退職給付費用 96 71 

研究開発費 2,805 2,933 

その他 5,854 5,971 

販売費及び一般管理費合計 16,219 16,395 

営業利益 11,492 12,630 

営業外収益    

受取利息 81 81 

受取配当金 30 42 

持分法による投資利益 268 - 

為替差益 - 305 

その他 421 569 

営業外収益合計 801 1,000 

営業外費用    

支払利息 492 464 

社債利息 19 19 

固定資産除売却損 54 98 

為替差損 2,477 - 

その他 319 259 

営業外費用合計 3,363 841 

経常利益 8,930 12,789 

税金等調整前四半期純利益 8,930 12,789 

法人税、住民税及び事業税 2,585 4,029 

法人税等調整額 △463 △212 

法人税等合計 2,122 3,817 

四半期純利益 6,808 8,972 

非支配株主に帰属する四半期純利益 719 517 

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,089 8,454 
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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 
(平成28年４月１日から 

 平成28年９月30日まで) 

当第２四半期連結累計期間 
(平成29年４月１日から 
 平成29年９月30日まで) 

四半期純利益 6,808 8,972 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △32 162 

為替換算調整勘定 △12,332 965 

退職給付に係る調整額 80 △22 

持分法適用会社に対する持分相当額 △84 △6 

その他の包括利益合計 △12,369 1,098 

四半期包括利益 △5,560 10,071 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,635 9,466 

非支配株主に係る四半期包括利益 △925 604 
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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 
(平成28年４月１日から 

 平成28年９月30日まで) 

当第２四半期連結累計期間 
(平成29年４月１日から 
 平成29年９月30日まで) 

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 8,930 12,789 

減価償却費 8,323 7,068 

のれん償却額 59 59 

固定資産除売却損益（△は益） 40 75 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △82 7 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 94 8 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △15 △27 

受取利息及び受取配当金 △111 △112 

支払利息 511 483 

売上債権の増減額（△は増加） △2,003 △681 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,042 △505 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,502 228 

その他 2,093 2,756 

小計 20,302 22,152 

利息及び配当金の受取額 140 149 

利息の支払額 △519 △478 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,273 △4,483 

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,649 17,339 

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 △40 △103 

定期預金の払戻による収入 10 12 

有形固定資産の取得による支出 △12,701 △10,514 

有形固定資産の売却による収入 117 99 

無形固定資産の取得による支出 △891 △596 

投資有価証券の取得による支出 △4 △4 

投資有価証券の売却による収入 - 6 

貸付けによる支出 △1 △0 

貸付金の回収による収入 2 4 

その他 3 △9 

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,505 △11,105 

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） 489 △21 

長期借入れによる収入 10,000 2,518 

長期借入金の返済による支出 △1,281 △3,834 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △1,682 △2,164 

非支配株主への配当金の支払額 △484 △776 

その他 △13 1 

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,026 △4,277 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,424 287 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,747 2,243 

現金及び現金同等物の期首残高 31,560 44,734 

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物

の増減額 
- △2,545 

現金及び現金同等物の四半期末残高 40,307 44,432 
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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）

  著しい変動がないため、記載しておりません。

 

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

  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）

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法について、従来、定率法（た 

だし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法）を採用しておりました 

が、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。 

 この変更については、当連結会計期間における国内新工場の本格稼働及び基幹システムの国内外主要拠点への展 

開によるグローバル生産管理体制の一元化に伴い、償却方法の統一及び期間損益の適正化の観点から有形固定資産 

の減価償却の方法について再度検討した結果、当社及び国内連結子会社の有形固定資産は使用期間にわたり安定的 

に稼働することが見込まれることから、使用期間にわたり費用を均等に負担させることが、より適切に事業の実態 

を反映する合理的な方法であると判断し、実施したものであります。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益は 966百万円増加し、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 968百万円増加しております。
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（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２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで） 

        （単位：百万円） 

  報告セグメント その他 

（注） 
合計 

  ＭＴ ＡＴ 計 

売上高          

外部顧客への売上高 34,192 83,227 117,420 14,263 131,683 

セグメント間の内部

売上高または振替高 
55 941 996 3,089 4,085 

計 34,247 84,169 118,417 17,352 135,769 

セグメント利益 5,393 6,232 11,626 133 11,760 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機械用駆動伝導装置事

業、２輪用クラッチ事業、運送業等を含んでおります。
 

 当第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで） 

        （単位：百万円） 

  報告セグメント その他 

（注） 
合計 

  ＭＴ ＡＴ 計 

売上高          

外部顧客への売上高 34,776 87,509 122,285 17,029 139,314 

セグメント間の内部

売上高または振替高 
56 1,294 1,351 3,311 4,662 

計 34,832 88,803 123,636 20,340 143,977 

セグメント利益 4,818 6,499 11,317 1,338 12,656 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機械用駆動伝導装置事

業、２輪用クラッチ事業、運送業等を含んでおります。
 

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該当差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 
（単位：百万円）

利益 前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

報告セグメント計 11,626 11,317

「その他」の区分の利益 133 1,338

セグメント間取引消去 285 1,040

のれんの償却額 △59 △59

全社費用（注） △808 △837

その他 316 △168

四半期連結損益計算書の営業利益 11,492 12,630

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び新製品開発費であります。
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。

 
 

３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。 

 

 

４．補足情報

（ご参考）所在地別の概況は下記のとおりであります。

・前第２四半期連結累計期間（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）          （単位：百万円） 

  日本 北中米 アジア・ 
オセアニア 

その他 計 消去又は 
全社 

連結 

売上高              

(1) 外部顧客に対する売上高 60,942 27,348 40,445 2,947 131,683 - 131,683 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
18,310 600 6,082 78 25,071 △25,071 - 

計 79,253 27,948 46,527 3,025 156,755 △25,071 131,683 

営業利益又は損失（△） 5,223 2,082 3,915 △379 10,842 650 11,492 

 

・当第２四半期連結累計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）          （単位：百万円） 

  日本 北中米 アジア・ 
オセアニア 

その他 計 消去又は 
全社 

連結 

売上高              

(1) 外部顧客に対する売上高 64,703 25,138 45,668 3,804 139,314 - 139,314 

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

20,017 852 5,622 86 26,579 △26,579 - 

計 84,720 25,991 51,291 3,890 165,894 △26,579 139,314 

営業利益 8,101 116 4,004 216 12,438 191 12,630 

 

（注）上記は、従来の「所在地別セグメント情報」と同様の基準及び方法で作成されたものであり、あくまで参考情報と

しての記載であります。 
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