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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 9,322 △6.5 14 ― △163 ― △253 ―

29年3月期第２四半期 9,975 △11.0 △47 ― △190 ― △205 ―

(注) 包括利益 30年3月期第２四半期 △159百万円 ( －％) 29年3月期第２四半期 △379百万円 ( －％)

　

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 △7.29 ―

29年3月期第２四半期 △7.07 ―
　

（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 17,017 1,373 4.0

29年3月期 16,309 1,273 3.9

(参考) 自己資本 30年3月期第２四半期 686百万円 29年3月期 630百万円

　

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 0

30年3月期 ― ―

30年3月期(予想) ― 0 0

(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 18,700 △12.3 250 ― 80 ― 30 ― 0.93

(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 ： 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) 30年3月期２Ｑ 37,389,411株 29年3月期 33,224,411株

② 期末自己株式数 30年3月期２Ｑ 998,035株 29年3月期 1,027,240株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期２Ｑ 34,842,301株 29年3月期２Ｑ 29,119,211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

　本資料に掲載されている業績予想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異なる可能性があります。
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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わが国経済は、企業収益及び雇用・所得環境が改善し、景気は緩やかな回復

基調が続いているものの、米国政権の政策動向や、中国及び新興国の経済動向、さらには地政学的リスクの高まり

等、世界経済の不確実性により、景気の先行きは不透明な状況にあります。

当社グループにおきましても、国内に於いては、概ね堅調に推移いたしました。しかし、海外のアセアン地域で

は引き続き需要の低迷が続いており、先行きが不透明な状況で推移しております。

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は9,322百万円(前年同四半期比6.5%減)と減収となり、営

業利益は14百万円(前年同四半期は営業損失47百万円)、経常損失は163百万円(前年同四半期は経常損失190百万

円）、税金等調整前四半期純損失は178百万円(前年同四半期は税金等調整前四半期純損失190百万円)、親会社株主

に帰属する四半期純損失は253百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失205百万円）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。

　① 自動車部品事業

当事業の国内自動車部門におきましては、中東向け乗用車部品及びトラック部品が堅調に推移いたしました。

また、海外自動車部門におきましては、タイのECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.では経済の低迷が長引き軟

調に推移しており、さらにインドネシアのPT. ECHO ADVANCED TECHNOLOGY INDONESIAを連結子会社から持分法

適用会社へ変更したことにより、売上高は減少しました。

この結果、売上高は5,015百万円(前年同四半期比8.1%減)、セグメント損失は39百万円(前年同四半期はセグ

メント損失76百万円)となりました。

　② 住宅設備・冷機部品事業

当事業の国内住宅設備部門におきましては、政府による各種住宅取得支援策により市場環境は改善しつつあ

りましたが、住宅リフォーム需要の低迷が続き、売上高は減少いたしました。また、海外冷機部品部門におき

ましては、タイのTHAI KODAMA CO.,LTD及びベトナムのTHAI KODAMA (VIETNAM）CO.,LTD.では概ね順調に推移し

いたしました。

この結果、売上高は3,914百万円(前年同四半期比6.0%減）、セグメント利益は181百万円（前年同四半期比

36.8%減）となりました。

　③ エンターテイメント事業

当事業におきましては、ゲームソフトパッケージの需要は増加し、また、物流資材の需要が増加したことに

より、売上高は増加しました。

この結果、売上高は393百万円(前年同四半期比11.0%増)、セグメント利益は24百万円(前年同四半期比378.2%

増）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総資産は17,017百万円となり、前連結会計年度末に比べ707百万円の増加となりま

した。

資産では、流動資産が受取手形及び売掛金の増加等により626百万円増加し、固定資産が有形固定資産の増加等で

80百万円増加しました。

負債では、流動負債が短期借入金の増加等により769百万円増加し、固定負債が長期借入金の減少等で160百万円

減少しました。

純資産では、資本金及び資本剰余金の増加等により99百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点において、平成29年５月12日公表の通期の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：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 1,368,445 916,235

受取手形及び売掛金 3,443,646 4,052,463

商品及び製品 441,675 497,972

仕掛品 244,403 253,382

原材料及び貯蔵品 1,154,566 1,198,512

繰延税金資産 30,973 28,775

その他 467,998 793,238

貸倒引当金 △9,131 △10,190

流動資産合計 7,142,578 7,730,390

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,797,950 5,831,102

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,155,970 △3,250,242

建物及び構築物（純額） 2,641,979 2,580,860

機械装置及び運搬具 7,559,072 7,673,309

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,040,480 △6,191,363

機械装置及び運搬具（純額） 1,518,592 1,481,945

土地 2,911,800 2,921,352

リース資産 550,853 624,120

減価償却累計額 △222,756 △252,296

リース資産（純額） 328,096 371,823

建設仮勘定 694,940 568,279

その他 1,919,008 2,485,120

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,514,946 △1,727,992

その他（純額） 404,061 757,128

有形固定資産合計 8,499,470 8,681,391

無形固定資産

その他 135,618 116,181

無形固定資産合計 135,618 116,181

投資その他の資産

投資有価証券 480,317 438,935

長期貸付金 113,650 113,650

固定化営業債権 18,990 18,990

その他 91,079 89,751

貸倒引当金 △172,148 △172,148

投資その他の資産合計 531,888 489,179

固定資産合計 9,166,978 9,286,751

資産合計 16,309,556 17,017,141
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,728,569 3,728,719

短期借入金 6,647,558 7,132,247

リース債務 85,513 80,769

未払法人税等 91,881 32,920

賞与引当金 64,770 147,302

その他 895,827 1,161,447

流動負債合計 11,514,120 12,283,407

固定負債

長期借入金 2,713,896 2,519,734

リース債務 119,633 158,499

繰延税金負債 90,824 111,112

環境対策引当金 5,649 ―

株式給付引当金 15,364 19,359

退職給付に係る負債 543,482 532,261

その他 32,690 19,580

固定負債合計 3,521,540 3,360,545

負債合計 15,035,660 15,643,953

純資産の部

株主資本

資本金 3,106,815 3,238,169

資本剰余金 66,208 197,562

利益剰余金 △2,354,982 △2,608,946

自己株式 △88,344 △85,593

株主資本合計 729,696 741,191

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 38,577 48,981

繰延ヘッジ損益 △0 △5

為替換算調整勘定 △70,635 △68,607

退職給付に係る調整累計額 △69,085 △35,536

その他の包括利益累計額合計 △101,143 △55,167

新株予約権 2,207 ―

非支配株主持分 643,135 687,163

純資産合計 1,273,896 1,373,188

負債純資産合計 16,309,556 17,017,141
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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 9,975,716 9,322,852

売上原価 8,858,957 8,236,156

売上総利益 1,116,758 1,086,695

販売費及び一般管理費 1,164,440 1,071,830

営業利益又は営業損失（△） △47,681 14,864

営業外収益

受取利息 1,979 5,643

受取配当金 3,471 3,471

助成金収入 18,148 18,018

貸倒引当金戻入額 1,133 ―

その他 27,813 19,887

営業外収益合計 52,545 47,020

営業外費用

支払利息 113,259 99,020

支払手数料 8,612 11,524

為替差損 25,232 4,997

持分法による投資損失 ― 95,497

その他 48,108 14,775

営業外費用合計 195,212 225,815

経常損失（△） △190,348 △163,929

特別損失

事業構造改善費用 ― 14,172

特別損失合計 ― 14,172

税金等調整前四半期純損失（△） △190,348 △178,101

法人税、住民税及び事業税 20,447 14,029

法人税等調整額 △11,510 17,822

法人税等合計 8,937 31,852

四半期純損失（△） △199,285 △209,954

非支配株主に帰属する四半期純利益 6,590 44,009

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △205,876 △253,964
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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)

四半期純損失（△） △199,285 △209,954

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,410 10,404

繰延ヘッジ損益 △72 △5

為替換算調整勘定 △216,627 3,575

退職給付に係る調整額 39,974 34,019

持分法適用会社に対する持分相当額 ― 2,000

その他の包括利益合計 △180,136 49,996

四半期包括利益 △379,422 △159,958

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △297,499 △203,986

非支配株主に係る四半期包括利益 △81,923 44,027
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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）

Ⅰ 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)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

　 末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の金額の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

Ⅱ 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)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

　 末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成28年11月30日付発行の第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権の一部行使により

資本金及び資本剰余金がそれぞれ131,353千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が3,238,169

千円資本剰余金が197,562千円となっております。

（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）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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)

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)

報告セグメント

合計
自動車部品

事業
住宅設備・冷機部品

事業
エンターテイメント

事業

売上高

外部顧客への売上高 5,458,488 4,162,984 354,243 9,975,716

セグメント間の内部
売上高又は振替高

58,283 160,609 ― 218,893

計 5,516,771 4,323,594 354,243 10,194,609

セグメント利益又は損失（△) △76,926 286,890 5,024 214,988

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 214,988

全社費用(注) △377,863

未実現損益調整額 693

その他の調整額 △28,167

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純損失（△） △190,348

(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研究開発費であります。

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

該当事項はありません。
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Ⅱ 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)

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)

報告セグメント

合計
自動車部品

事業
住宅設備・冷機部品

事業
エンターテイメント

事業

売上高

外部顧客への売上高 5,015,359 3,914,125 393,367 9,322,852

セグメント間の内部
売上高又は振替高

63,308 189,225 ― 252,534

計 5,078,668 4,103,351 393,367 9,575,386

セグメント利益又は損失（△) △39,333 181,446 24,029 166,143

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 166,143

全社費用(注) △318,375

未実現損益調整額 693

その他の調整額 △26,563

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純損失（△） △178,101

(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研究開発費であります。

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

該当事項はありません。
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