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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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 ％

28年３月期第２四半期 428,150 3.2 9,139 46.5 7,948 11.1 1,964 69.8

27年３月期第２四半期 414,867 △14.3 6,237 △45.0 7,156 △38.6 1,156 △50.3
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 △5,294百万円( －％) 27年３月期第２四半期 6,263百万円(△62.0％)
　

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２四半期 2.78 －

27年３月期第２四半期 1.64 －
　

　

（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 ％

28年３月期第２四半期 707,884 206,406 25.7

27年３月期 734,125 214,743 26.0
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 181,779百万円 27年３月期 190,741百万円
　

　

　

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

27年３月期 － 0.00 － 3.00 3.00

28年３月期 － 0.00

28年３月期(予想) － 4.00 4.00

(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)

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 890,000 2.6 23,000 28.7 23,000 23.7 10,000 36.0 14.16
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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 ： 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
　

（注）詳細は、添付資料P.2「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

　

（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) 28年３月期２Ｑ 706,669,179株 27年３月期 706,669,179株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 619,603株 27年３月期 615,408株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 706,051,162株 27年３月期２Ｑ 706,062,164株
　

　

※ 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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示
時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資
料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可
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世界経済は、中国経済の成長鈍化による景気減速がほかの新興国にも波

及し、米国や日本、欧州も含め全体としては穏やかな回復にとどまっております。

このような状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の当第２四半期連結累計

期間の業績は、自動車部品での為替によるコスト増の影響などがあったものの、情報通信部門の北米における

光ファイバ・ケーブル事業やエネルギー・産業機材部門の機能樹脂製品事業、電装・エレクトロニクス部門の

電池事業が好調だったことなどから、売上高は4,282億円（前年同期比3.2％増）、営業利益は91億円（前年同期

比46.5％増）となりました。経常利益は79億円（前年同期比11.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

20億円（前年同期比69.8％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における総資産は7,079億円（前連結会計年度末比262億円の減少）となりまし

た。資産の部では、売上債権が前連結会計年度末比78億円、投資有価証券等の固定資産が76億円減少し、負債

の部では、有利子負債が前連結会計年度末比で72億円増加しました。

当第２四半期連結会計期間末における純資産は2,064億円（前連結会計年度末比83億円の減少）となりまし

た。その他有価証券評価差額金や為替換算調整勘定等のその他の包括利益累計額が80億円減少し、自己資本比

率は前連結会計年度末から0.3ポイント低下し25.7％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成27年５月11日に公表した業績予想から修正いた

しました。

　詳細につきましては、平成27年11月４日に公表いたしました「平成28年３月期 第２四半期業績予想と実績

の差異及び通期業績予想修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　

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

該当事項はありません。

（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しております。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２四半

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、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 30,010 28,441

受取手形及び売掛金 190,431 182,609

有価証券 19 16

商品及び製品 36,479 34,481

仕掛品 28,238 33,206

原材料及び貯蔵品 34,726 35,745

繰延税金資産 4,209 4,432

その他 46,064 32,574

貸倒引当金 △1,360 △1,284

流動資産合計 368,818 350,223

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 210,430 215,558

機械装置及び運搬具 449,949 450,547

工具、器具及び備品 70,184 71,326

土地 39,845 39,321

その他 21,756 19,055

減価償却累計額 △592,948 △595,110

有形固定資産合計 199,217 200,700

無形固定資産

のれん 3,879 3,547

その他 5,147 4,681

無形固定資産合計 9,027 8,228

投資その他の資産

投資有価証券 132,124 123,372

退職給付に係る資産 4,177 4,395

繰延税金資産 3,090 3,554

その他 19,813 19,712

貸倒引当金 △2,142 △2,303

投資その他の資産合計 157,062 148,731

固定資産合計 365,307 357,660

資産合計 734,125 707,884
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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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 110,404 96,466

短期借入金 96,749 104,872

コマーシャル・ペーパー － 7,000

1年内償還予定の社債 10,000 20,000

未払法人税等 1,408 1,984

製品補償引当金 1,601 1,527

災害損失引当金 114 28

その他 66,871 55,918

流動負債合計 287,149 287,798

固定負債

社債 30,000 20,000

長期借入金 137,783 129,881

退職給付に係る負債 43,486 43,651

環境対策引当金 10,495 10,427

資産除去債務 573 543

その他 9,893 9,176

固定負債合計 232,232 213,678

負債合計 519,382 501,477

純資産の部

株主資本

資本金 69,395 69,395

資本剰余金 21,467 21,467

利益剰余金 83,265 82,270

自己株式 △278 △279

株主資本合計 173,849 172,853

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 21,590 17,866

繰延ヘッジ損益 516 △998

退職給付に係る調整累計額 △9,293 △8,351

為替換算調整勘定 4,078 409

その他の包括利益累計額合計 16,892 8,926

非支配株主持分 24,001 24,627

純資産合計 214,743 206,406

負債純資産合計 734,125 707,884
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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
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 414,867 428,150

売上原価 355,109 363,281

売上総利益 59,757 64,868

販売費及び一般管理費

販売費 17,233 17,930

一般管理費 36,286 37,798

販売費及び一般管理費合計 53,520 55,728

営業利益 6,237 9,139

営業外収益

受取利息 255 288

受取配当金 886 840

持分法による投資利益 1,001 493

その他 1,949 1,219

営業外収益合計 4,092 2,842

営業外費用

支払利息 2,033 1,932

為替差損 238 607

その他 901 1,493

営業外費用合計 3,173 4,033

経常利益 7,156 7,948

特別利益

固定資産処分益 489 98

補助金収入 － 235

その他 446 272

特別利益合計 935 606

特別損失

固定資産処分損 197 100

投資有価証券売却損 － 299

カルテル関連費用 1,072 675

固定資産圧縮損 － 235

その他 3,045 923

特別損失合計 4,315 2,233

税金等調整前四半期純利益 3,777 6,321

法人税、住民税及び事業税 1,484 2,110

法人税等調整額 193 1,180

法人税等合計 1,678 3,291

四半期純利益 2,098 3,030

非支配株主に帰属する四半期純利益 942 1,065

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,156 1,964
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 2,098 3,030

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,653 △3,609

繰延ヘッジ損益 581 △1,091

退職給付に係る調整額 △11 413

為替換算調整勘定 △252 △3,868

持分法適用会社に対する持分相当額 193 △168

その他の包括利益合計 4,164 △8,324

四半期包括利益 6,263 △5,294

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,051 △5,868

非支配株主に係る四半期包括利益 1,212 573
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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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

　 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：百万円）

報告セグメント
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

情報通信
エネルギ
ー ・ 産 業

機材

電 装 ・ エ
レ ク ト ロ
ニクス

金属
サ ー ビ
ス ・ 開 発

等
計

売上高

外部顧客への売上高 72,321 121,233 140,323 63,510 17,478 414,867 － 414,867

セグメント間の内部売
上高又は振替高 2,707 20,414 4,213 1,532 8,083 36,951 △36,951 －

計 75,028 141,647 144,537 65,042 25,562 451,819 △36,951 414,867

セグメント利益又は損失
（△）

2,541 1,508 4,463 △2,154 △150 6,208 29 6,237

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額29百万円には、主に未実現利益の消去等が含まれております。

２ セグメント利益又は損失（△）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２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）

　 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：百万円）

報告セグメント
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

情報通信
エ ネ ル ギ
ー ・ 産 業

機材

電 装 ・ エ
レ ク ト ロ
ニクス

金属
サ ー ビ
ス ・ 開 発

等
計

売上高

外部顧客への売上高 74,769 119,253 153,708 61,542 18,877 428,150 － 428,150

セグメント間の内部売
上高又は振替高 2,774 20,184 4,670 2,311 7,507 37,448 △37,448 －

計 77,544 139,437 158,378 63,853 26,385 465,599 △37,448 428,150

セグメント利益又は損失
（△）

2,994 2,801 4,295 △904 42 9,229 △89 9,139

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額△89百万円には、主に未実現利益の消去等が含まれております。

２ セグメント利益又は損失（△）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。
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