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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】

連結経営指標等

回次
第34期

第３四半期連結
累計期間

第35期
第３四半期連結

累計期間
第34期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日

自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 （千円） 2,951,153 2,980,666 4,020,524

経常利益 （千円） 211,434 268,408 318,615

親会社株主に帰属する四

半期（当期）純利益
（千円） 137,545 188,037 194,878

四半期包括利益または包

括利益
（千円） 114,921 237,473 139,087

純資産額 （千円） 2,907,410 3,106,690 2,931,540

総資産額 （千円） 5,487,690 5,598,123 5,589,478

１株当たり四半期（当

期）純利益金額
（円） 26.48 36.20 37.52

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 （％） 53.0 55.5 52.4

 

回次
第34期

第３四半期連結
会計期間

第35期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自　平成28年10月１日
至　平成28年12月31日

自　平成29年10月１日
至　平成29年12月31日

1株当たり四半期純利益

金額
（円） 12.78 2.91

（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、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内

容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、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」について重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四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また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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。

 

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善、企業部門での設備投資や生産の増

加、また個人消費の緩やかな持ち直しなどの動きが見られた一方、海外では先進国を中心とした保護主義的な志向

や米国の対外政策の行方、さらには北朝鮮等の地政学的リスクの高まりなどが国内景気下振れの懸念材料となり、

その先行きは引き続き不透明な状況にあります。

当社の属するカーアフターマーケットにおきましては、一部の自動車メーカーでの完成検査における無資格検査

の発覚から10月11月の国内新車販売台数が前年実績を下回るなど、アフターマーケットへの影響も懸念され、依然

として予断を許さない経営環境が続いております。

このような情勢のもと、当社グループにおきましては、主力製品の「FLEX A」「FLEX Z」、また「STREET

ADVANCE Z」「STREET BASIS Z」に加えて、戦略的新製品「EnduraPro」「EnduraPro PLUS」のラインアップの拡充

に合わせ、より一層グループ一丸となってこれらの販売強化に努めてまいりました。また配送システムの見直しや

国内外の地域特性に適した各種多様な販売キャンペーンも継続的におこなってまいりましたが、国内市場は前述の

影響などから精彩に欠け、また降雪や寒波の影響もあって厳しい状況で推移しました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,980百万円（前年同期比1.0％増）となりました。

また、損益の面においては営業利益が238百万円（前年同期比11.2％増）、為替動向の影響などもあって経常利

益が268百万円（前年同期比26.9％増）、また親会社株主に帰属する四半期純利益については188百万円（前年同期

比36.7％増）となりました。

 

(2）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ8百万円増加し、5,598百万円となりました。

これは主として商品及び製品の増加によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ166百万円減少し、2,491百万円とな

りました。これは主として長期借入金の減少によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ175百万円増加し、3,106百万円と

なりました。これは主として利益剰余金の増加によるものであります。

 

(3）事業上および財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新

たに生じた課題はありません。

 

(4）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は178百万円であります。
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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 26,609,000

計 26,609,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成29年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成30年２月９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 6,652,250 6,652,250

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は

100株であります。

計 6,652,250 6,652,250 － －

 

（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
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成29年12月31日 － 6,652,250 － 217,556 － 215,746

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成29年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成29年９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）
（自己保有株式）

普通株式　1,458,500
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　5,192,900 51,929 －

単元未満株式 普通株式　　　　850 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 6,652,250 － －

総株主の議決権 － 51,929 －

 

②【自己株式等】

平成29年９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
（％）

（自己保有株式）

株式会社テイン

神奈川県横浜市戸塚区

上矢部町3515番４
1,458,500 － 1,458,500 21.93

計 － 1,458,500 － 1,458,500 21.93

 

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３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平

成29年12月31日まで）および第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、新日本有限責任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：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 695,069 478,229

売掛金 435,583 307,708

商品及び製品 893,638 1,182,394

仕掛品 115,003 70,040

原材料及び貯蔵品 271,785 275,831

その他 146,167 147,081

流動資産合計 2,557,247 2,461,285

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 945,215 937,375

機械装置及び運搬具（純額） 526,276 604,379

土地 1,070,533 1,070,533

その他（純額） 185,363 225,900

有形固定資産合計 2,727,389 2,838,188

無形固定資産 4,653 6,557

投資その他の資産   

その他 300,188 292,091

投資その他の資産合計 300,188 292,091

固定資産合計 3,032,231 3,136,837

資産合計 5,589,478 5,598,123

負債の部   

流動負債   

買掛金 304,610 317,675

短期借入金 163,230 150,481

その他 374,154 306,474

流動負債合計 841,996 774,632

固定負債   

長期借入金 1,390,180 1,288,348

役員退職慰労引当金 212,529 221,927

退職給付に係る負債 161,074 153,152

その他 52,158 53,373

固定負債合計 1,815,942 1,716,800

負債合計 2,657,938 2,491,432

純資産の部   

株主資本   

資本金 217,556 217,556

資本剰余金 215,746 215,746

利益剰余金 3,020,540 3,146,254

自己株式 △473,505 △473,505

株主資本合計 2,980,337 3,106,051

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △48,796 639

その他の包括利益累計額合計 △48,796 639

純資産合計 2,931,540 3,106,690

負債純資産合計 5,589,478 5,598,123
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

売上高 2,951,153 2,980,666

売上原価 1,908,685 1,822,384

売上総利益 1,042,467 1,158,281

販売費及び一般管理費 828,259 920,164

営業利益 214,208 238,116

営業外収益   

為替差益 － 31,558

その他 11,841 10,403

営業外収益合計 11,841 41,962

営業外費用   

支払利息 7,559 8,871

その他 7,055 2,798

営業外費用合計 14,614 11,670

経常利益 211,434 268,408

特別利益   

固定資産売却益 212 463

特別利益合計 212 463

特別損失   

固定資産売却損 209 －

固定資産除却損 4,143 1,365

特別損失合計 4,352 1,365

税金等調整前四半期純利益 207,294 267,507

法人税、住民税及び事業税 50,123 75,347

法人税等調整額 19,625 4,121

法人税等合計 69,748 79,469

四半期純利益 137,545 188,037

親会社株主に帰属する四半期純利益 137,545 188,037
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

四半期純利益 137,545 188,037

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △23,117 48,094

持分法適用会社に対する持分相当額 493 1,342

その他の包括利益合計 △22,624 49,436

四半期包括利益 114,921 237,473

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 114,921 237,473
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産および投資その他の資産に係る償却費を含む。）は、次のとおり

です。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

減価償却費 127,584千円 131,365千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

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６月23日

定時株主総会
普通株式 62,324 12.00 平成28年３月31日平成28年６月24日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月21日

定時株主総会
普通株式 62,323 12.00 平成29年３月31日平成29年６月22日 利益剰余金

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、自動車用サスペンションの製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。
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（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３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

　　１株当たり四半期純利益金額 26円48銭 36円20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

（千円）
137,545 188,037

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

四半期純利益金額（千円）
137,545 188,037

普通株式の期中平均株式数（株） 5,193,726 5,193,662

（注）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、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。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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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30年２月９日

株式会社テイン

取締役会　御中

 

　新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 堀　　　　　健　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石　田　大　輔　　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
る株式会社テインの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計
期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日
から平成29年12月31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、株式会社テイン及び連結子会社の
平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正
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。
 

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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