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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期

第２四半期連結
累計期間

第62期
第２四半期連結

累計期間
第61期

会計期間

自平成27年
　１月１日
至平成27年
　６月30日

自平成28年
　１月１日
至平成28年
　６月30日

自平成27年
　１月１日
至平成27年
　12月31日

売上高 （百万円） 43,546 41,525 86,236

経常利益 （百万円） 1,899 2,339 3,309

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 1,069 1,581 2,032

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,279 △2,344 1,442

純資産額 （百万円） 18,673 15,893 18,669

総資産額 （百万円） 70,098 59,817 67,876

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 46.10 68.12 87.55

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 24.9 24.4 25.5

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 2,500 3,386 5,515

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △2,285 △1,767 △4,366

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △459 △968 △1,054

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 3,487 3,546 3,538

 

回次
第61期

第２四半期連結
会計期間

第62期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　６月30日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 19.44 47.26

　　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。
４．「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）等を適用し、第１四半期連結

累計期間より、従来の「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」とし
ております。

５．１株当たり四半期（当期）純利益は、親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益を用いて算出しており
ます。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に

記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　第１四半期連結累計期間より、「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）等

を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 

(1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間における世界経済は、年明けに落ち込んだ個人消費が回復し、米国経済は底堅さを

維持しました。一方、英国の欧州連合（EU）離脱問題で不透明感が増した欧州では景気停滞感が広がり、中国経

済は過度な悲観が後退したものの小康状態が続きました。

　電子部品業界は、パソコン、テレビ等が依然として低調、スマートフォンの需要も一服、中国やアジアでの設

備投資減速等の影響から工作機械、産業機器等の設備投資関連も低調に推移しました。一方、自動車向けは、米

国、欧州で新車販売が堅調、中国も小型車を対象とした減税によって需要が持ち直す中、安全性確保、利便性向

上、環境対応等から自動車の電装化が加速しており、電子部品の需要が拡大しました。

　当社グループの当第２四半期連結累計期間は円高/米ドル安・ユーロ安の影響で売上高は前年同期比4.6％減の

41,525百万円となりました。中国の最低賃金引上げの凍結、銅等原材料価格の低減等から営業利益は前年同期比

27.7％増の2,845百万円となりました。為替市場の急激な変動により為替差損が発生したものの、経常利益は前

年同期比23.2％増の2,339百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同47.8％増の1,581百万円となりまし

た。

 

（報告セグメントの状況）

当第２四半期連結累計期間における報告セグメントの状況は次のとおりであります。

(アジア・パシフィック事業)

　アジア・パシフィック事業では、北米等でスマートエントリー向け等車載関連の需要が好調に推移したもの

の、スマートフォン向け製品が伸び悩んだことに加え、円高/米ドル安が進んだこと等から当第２四半期連結

累計期間の売上高は前年同期比11.8％減の23,985百万円となりました。セグメント利益は同18.5％増の2,523

百万円となりました。

(ＥＵ事業)

　ＥＵ事業では、好調な新車販売に加え、車載の電装化が加速していること等から、円高/ユーロ安であった

ものの、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比7.2％増の17,540百万円となりました。セグメント

利益は同31.6％増の1,319百万円となりました。

 

（財政状態の状況）

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における資産は59,817百万円となりました。流動資産は受取手形及び売掛

金、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品等の減少により4,865百万円減少しました。固定資産は建物及

び構築物、機械装置及び運搬具、工具・器具及び備品等が減少したことにより3,196百万円減少しました。こ

れにより、当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末比8,058百万円減少しておりま

す。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債は43,924百万円となりました。支払手形及び買掛金、長期借入

金等が減少したことにより、前連結会計年度末比5,282百万円減少しております。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末の純資産は15,893百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益

1,581百万円を計上したものの、前連結会計年度末に比べて円高となったことから、為替換算調整勘定の純資

産の部からの控除額が前連結会計年度末比3,904百万円増加したこと等により、2,775百万円減少しておりま

す。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の25.5％から24.4％となり、１株当たり純資産は746円93銭か

ら628円73銭となりました。
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（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末

比７百万円増加し、3,546百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間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3,386百万円（前第２四半期連結累計期間は2,500百万円の収入）となりま

した。

　税金等調整前四半期純利益2,344百万円及び減価償却費による1,357百万円の計上、たな卸資産の減少によ

る979百万円等の資金流入があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は1,767百万円（前第２四半期連結累計期間は2,285百万円の支出）となりま

した。

　有形固定資産の取得による1,747百万円等の支出があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は968百万円（前第２四半期連結累計期間は459百万円の支出）となりまし

た。

　短期借入金が317百万円純増したものの、長期有利子負債850百万円、配当の支払額393百万円等の支出が

あったことによるものです。

 

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

 

(3）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は596百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 70,000,000

計 70,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数（株）
（平成28年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年８月10日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 23,944,317 23,944,317
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら
限定のない当社
株式における標
準となる株式で
あり、単元株式
数は100株であり
ます。

計 23,944,317 23,944,317 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 23,944 － 8,143 － 7,956
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（６）【大株主の状況】

  平成28年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ヤワタビル株式会社 東京都台東区上野１丁目４番８号 4,812 20.09

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,888 12.06

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 780 3.25

スミダコーポレーション株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番10号

晴海アイランドトリトンスクエア

オフィスタワーX棟14階

733 3.06

Yawata Zaidan Limited

（常任代理人　八幡　滋行）

FLAT/RM 2201-3 BERKSHIRE HOUSE 25

WESTLANDS ROAD QUARRY BAY HONG KONG

（東京都渋谷区）

661 2.76

BBH BOSTON CUSTODIAN FOR JAPAN

EQUITY PR EMIUM FUND OF CREDIT

SUISSE UNIVER620373

（常任代理人　株式会社みずほ銀

行決済営業部）

89 NEXUS WAY CAMANA BAY GRAND CAYMAN

CAYMAN ISLANDS KY1-9007

（東京都港区港南２丁目１５－１　品川イ

ンターシティＡ棟）

619 2.58

松尾　政和 神奈川県川崎市麻生区 542 2.26

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（三井住友信託銀行再

信託分・ＴＤＫ株式会社退職給付

信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 329 1.37

THE HONGKONG AND SHANGHAI

BANKING CORPORATION LIMITED

CLIENTS A/C 513 SINGAPORE

CLIENTS

（常任代理人　香港上海銀行東京

支店）

1 QUEEN'S ROAD, CENTRAL, HONG KONG

（東京都中央区日本橋３丁目11番1号)
286 1.19

資産管理サービス信託銀行株式会

社（証券投資信託口）

東京都中央区晴海1丁目8番12号　

晴海アイランドトリトンスクエア　

オフィスタワーZ棟

283 1.18

計 － 11,935 49.85

（注）１．上記スミダコーポレーション株式会社は自己名義所有株式数を記載しております。

２．上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,888千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 780千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井住友信託

銀行再信託分・ＴＤＫ株式会社退職給付信託口）
329千株

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 283千株

３．平成28年６月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友アセッ

トマネジメント株式会社が平成28年６月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、

当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の

状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

三井住友アセットマネ

ジメント株式会社

東京都港区愛宕二丁目５番１号

愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階
1,779,800 7.43
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４．平成28年６月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、大和証券投資信託委託株式会

社及びその共同保有者である大和証券株式会社が平成28年５月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有して

いる旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認

が出来ませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の内容は次の

とおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

大和証券投資信託委託

株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 1,176,700 4.91

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 62,600 0.26

 

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     733,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  23,156,100 231,561 －

単元未満株式 普通株式      54,917 －
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 23,944,317 － －

総株主の議決権 － 231,561 －

　 （注）上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己株式50株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

スミダコーポレーション

株式会社

東京都中央区晴海一丁目8

番10号　晴海アイランドト

リトンスクエア　オフィス

タワーＸ棟14階

733,300 － 733,300 3.06

計 － 733,300 － 733,300 3.06

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成28年４月１日から

平成28年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年１月１日から平成28年６月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,569 3,575

受取手形及び売掛金 16,998 15,511

商品及び製品 7,776 5,756

仕掛品 1,632 1,453

原材料及び貯蔵品 4,853 4,334

未収還付法人税等 98 83

その他 3,220 2,546

貸倒引当金 △172 △147

流動資産合計 37,978 33,112

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,128 12,298

機械装置及び運搬具 41,244 36,493

工具、器具及び備品 4,946 4,469

土地 1,368 1,296

リース資産 1,275 1,118

建設仮勘定 2,201 1,404

減価償却累計額 △41,488 △36,755

有形固定資産合計 22,676 20,324

無形固定資産   

のれん 1,966 1,576

その他 945 996

無形固定資産合計 2,912 2,573

投資その他の資産 4,289 3,783

固定資産合計 29,877 26,680

繰延資産 20 24

資産合計 67,876 59,817
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,042 6,473

短期借入金 6,445 6,456

1年内償還予定の社債 420 420

1年内返済予定の長期借入金 6,104 5,603

未払法人税等 695 217

その他 4,905 4,011

流動負債合計 25,614 23,181

固定負債   

社債 480 270

長期借入金 19,720 17,291

退職給付に係る負債 1,413 1,229

その他 1,979 1,951

固定負債合計 23,593 20,743

負債合計 49,207 43,924

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,143 8,143

資本剰余金 7,956 7,956

利益剰余金 7,287 8,473

自己株式 △1,525 △1,525

株主資本合計 21,862 23,048

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 68 42

繰延ヘッジ損益 △6 △9

為替換算調整勘定 △4,561 △8,466

退職給付に係る調整累計額 △25 △21

その他の包括利益累計額合計 △4,525 △8,455

新株予約権 73 122

非支配株主持分 1,258 1,177

純資産合計 18,669 15,893

負債純資産合計 67,876 59,817
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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27年１月１日
　至　平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 43,546 41,525

売上原価 36,034 33,466

売上総利益 7,512 8,058

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 544 481

従業員給料及び手当 1,932 1,980

減価償却費 160 102

研究開発費 614 596

その他 2,032 2,053

販売費及び一般管理費合計 5,284 5,213

営業利益 2,227 2,845

営業外収益   

受取利息 6 6

受取配当金 0 0

デリバティブ評価益 10 －

為替差益 2 －

その他 35 3

営業外収益合計 55 11

営業外費用   

支払利息 273 239

為替差損 － 168

デリバティブ評価損 － 8

その他 110 99

営業外費用合計 384 517

経常利益 1,899 2,339

特別利益   

固定資産売却益 23 21

補助金収入 ※１ 52 －

特別利益合計 76 21

特別損失   

固定資産除売却損 6 16

災害による損失 ※２ 94 －

投資有価証券売却損 ※３ 125 －

その他 33 －

特別損失合計 260 16

税金等調整前四半期純利益 1,715 2,344

法人税等 571 658

四半期純利益 1,143 1,685

非支配株主に帰属する四半期純利益 73 104

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,069 1,581
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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27年１月１日
　至　平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年６月30日)

四半期純利益 1,143 1,685

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 11 △25

繰延ヘッジ損益 － △3

為替換算調整勘定 59 △4,005

退職給付に係る調整額 64 4

その他の包括利益合計 135 △4,030

四半期包括利益 1,279 △2,344

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,152 △2,349

非支配株主に係る四半期包括利益 126 4
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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
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年６月30日)

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 1,715 2,344

減価償却費 1,948 1,357

のれん償却額 187 178

受取利息及び受取配当金 △7 △7

支払利息 273 239

投資有価証券売却損益（△は益） 125 △0

デリバティブ評価損益（△は益） △10 8

売上債権の増減額（△は増加） △1,406 △694

たな卸資産の増減額（△は増加） △42 979

仕入債務の増減額（△は減少） △126 443

その他 505 △346

小計 3,163 4,503

利息及び配当金の受取額 7 7

利息の支払額 △271 △231

法人税等の支払額 △398 △892

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,500 3,386

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,264 △1,747

有形固定資産の売却による収入 53 57

投資有価証券の売却による収入 100 2

関係会社株式の取得による支出 △99 －

その他 △75 △79

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,285 △1,767

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） 231 317

長期借入れによる収入 5,091 1,500

長期借入金の返済による支出 △3,288 △2,140

社債の償還による支出 △2,210 △210

配当金の支払額 △231 △393

その他 △52 △41

財務活動によるキャッシュ・フロー △459 △968

現金及び現金同等物に係る換算差額 19 △643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △225 7

現金及び現金同等物の期首残高 3,713 3,538

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,487 ※ 3,546
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（1）連結の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

 

（2）持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

 

（会計方針等の変更）

会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「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しております。

　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。

　当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない

子会社株式の取得に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記

載しております。

　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は軽微であります。

 

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号 平成28年６月17日）を当第２四半期連結会計期間から適用し、平成28年４月１日以後に取得

した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　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は軽微であります。

 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　一部の在外子会社では、従来、有形固定資産の減価償却の方法について定率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。

　当社グループでは、製品収益サイクルが比較的長い製品への設備投資とアジア・パシフィック地域における

生産体制の再編を進めており、大型の設備投資案件が当連結会計年度に本格稼働することを契機に減価償却方

法の見直しを行いました。

　主要な生産拠点における生産設備の使用実態を検討した結果として、長期的に安定した稼働が継続する傾向

が高まっており、今後も安定的な稼働が見込まれております。

　従って、使用可能期間にわたり平均的に費用配分する定額法の採用が、上記在外子会社の有形固定資産の経

済的利用実態をより適切に反映することができると判断いたしました。

　この変更により、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益が350百万円増加しております。

　なお、セグメントに与える影響については、セグメント情報等に記載しております。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．補助金収入

前第２四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年６月30日）

　補助金収入は、ドイツの洪水被害に係るバイエルン州政府からの補助金であります。

 

※２．災害による損失

前第２四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年６月30日）

　災害による損失は、ドイツの洪水に伴うものであり、主に操業休止期間中の固定費であります。

 

※３．投資有価証券売却損

前第２四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年６月30日）

　資産効率の向上および財務体質の改善を図るため、投資有価証券の一部を売却したことによるものであ

ります。

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記

のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年１月１日
至 平成28年６月30日）

現金及び預金勘定 3,523百万円 3,575百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △35 △28

現金及び現金同等物 3,487百万円 3,546百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ.前第２四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年２月10日

取締役会
普通株式 116 5.00 平成26年12月31日 平成27年３月３日 利益剰余金

平成27年４月28日

取締役会
普通株式 116 5.00 平成27年３月31日 平成27年５月28日 利益剰余金

 

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

末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年７月30日

取締役会
普通株式 116 5.00 平成27年６月30日 平成27年８月26日 利益剰余金

 

Ⅱ.当第２四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年２月12日

取締役会
普通株式 255 11.00 平成27年12月31日 平成28年３月３日 利益剰余金

平成28年４月27日

取締役会
普通株式 139 6.00 平成28年３月31日 平成28年５月31日 利益剰余金

 

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

末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年７月28日

取締役会
普通株式 139 6.00 平成28年６月30日 平成28年８月26日 利益剰余金
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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27年１月１日 至平成27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：百万円）

 報告セグメント

合計
 

アジア・

パシフィック事業
ＥＵ事業

売上高    

外部顧客への売上高 27,191 16,354 43,546

セグメント間の内部売上高又は

振替高
1,852 852 2,704

計 29,043 17,207 46,251

セグメント利益 2,129 1,002 3,131

 

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：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 3,131

全社費用（注） △903

四半期連結損益計算書の営業利益 2,227

（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

　注記すべき事項はありません。

 

Ⅱ.当第２四半期連結累計期間（自平成28年１月１日 至平成28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：百万円）

 報告セグメント

合計
 

アジア・

パシフィック事業
ＥＵ事業

売上高    

外部顧客への売上高 23,985 17,540 41,525

セグメント間の内部売上高又は

振替高
1,934 797 2,732

計 25,920 18,337 44,257

セグメント利益 2,523 1,319 3,843

 

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：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 3,843

全社費用（注） △998

四半期連結損益計算書の営業利益 2,845

（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

　注記すべき事項はありません。
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４．報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

　「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、一部の在外子会

社では、従来、有形固定資産の減価償却の方法について定率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。

　この変更に伴い、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セグメント利益が

「アジア・パシフィック事業」で350百万円増加しております。

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年１月１日
至 平成28年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 46円10銭 68円12銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
1,069 1,581

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益金額（百万円）
1,069 1,581

普通株式の期中平均株式数（千株） 23,211 23,210

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの

概要

 

－

 

－

（注）１．第１四半期連結累計期間より、「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）等

を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

１．平成28年４月27日開催の取締役会において、平成28年12月期第１四半期配当について、次のとおり決議いた

しました。

(イ）剰余金の配当の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139百万円

(ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６円00銭

 

２．平成28年７月28日開催の取締役会において、平成28年12月期第２四半期配当について、次のとおり決議いた

しました。

(イ）剰余金の配当の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139百万円

(ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・・・・・平成28年８月26日

（注）平成28年６月30日の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年８月10日

スミダコーポレーション株式会社

 

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 文倉　辰永　　印

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 齋藤　慶典　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているスミダコーポ

レーション株式会社の平成28年１月１日から平成28年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28年

４月１日から平成28年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年１月１日から平成28年６月30日まで）に係

る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期

連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、スミダコーポレーション株式会社及び連結子会社の平成28年６月30

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

　会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、一部の在外子会社では、従

来、有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用していたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更してい

る。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　以　　上

 

(注)１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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