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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109期
第2四半期

連結累計期間

第110期
第2四半期

連結累計期間
第109期

会計期間
自 2016年4月 1日
至 2016年9月30日

自 2017年4月 1日
至 2017年9月30日

自 2016年4月 1日
至 2017年3月31日

売上収益
(百万円)

120,056 140,466 259,495

(第2四半期連結会計期間) (59,240) (71,530)  

税引前四半期利益又は税引前利益(△

は損失)
(百万円) △18,161 12,225 △2,407

親会社の所有者に帰属する四半期(当

期)利益(△は損失) (百万円)
△22,197 6,887 △11,444

(第2四半期連結会計期間) (△22,975) (1,200)  

親会社の所有者に帰属する四半期(当

期)包括利益
(百万円) △29,640 8,776 △8,498

親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 63,010 92,928 84,152

総資産額 (百万円) 175,933 204,582 205,885

基本的1株当たり四半期(当期)利益(△

は損失)
(円) △292.21 90.66 △150.65

(第2四半期連結会計期間)  (△302.44) (15.80)  

希薄化後1株当たり四半期(当期)利益 (円) － － －

親会社所有者帰属持分比率 (％) 35.8 45.4 40.9

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 3,734 18,268 7,144

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △3,872 △694 △11,048

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △684 △11,469 7,420

現金及び現金同等物の四半期末(期末)

残高
(百万円) 24,845 36,548 30,215

(注) 1. 売上収益には、消費税等は含まれていません。

2. 当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、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いま

せん。

3. 希薄化後1株当たり四半期(当期)利益については、希薄化効果を有する潜在株式等が存在しないため記載して

いません。

4. 当社の連結財務諸表は、国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて作成しています。

 

 

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2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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。

 

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】

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(当社及び連結子会社)が判断

したものです。

 

(1) 業績の状況

当第2四半期連結累計期間の売上収益につきましては、二輪車用製品、四輪車用製品及びステアリング製品の販

売が増加し、1,404億6千6百万円と前年同四半期に比べ204億9百万円（17.0％）の増収となりました。営業利益は

売上変動構成変化及び原価低減効果等による増加並びに製品保証引当金繰入額の減少により、115億1千万円（前年

同四半期は176億2千7百万円の損失）となりました。税引前四半期利益は122億2千5百万円（前年同四半期は181億6

千1百万円の損失）となりました。親会社の所有者に帰属する四半期利益は68億8千7百万円（前年同四半期は221億

9千7百万円の損失）となりました。

 

セグメント別の業績は次のとおりです。

 

＜二輪・汎用事業＞

二輪車用製品の販売は前年同四半期に比べ、主にアジア及び日本における販売の増加により、全体で増加しまし

た。

二輪・汎用事業の売上収益は、二輪車用製品の販売が増加したことにより、388億9千3百万円と前年同四半期に

比べ47億6千1百万円（14.0％）の増収となりました。営業利益は、54億9百万円と前年同四半期に比べ18億7百万円

（50.2％）の増益となりました。

 

＜四輪事業＞

四輪車用製品の販売は前年同四半期に比べ、主に中国及び日本における販売の増加により、全体で増加しまし

た。

四輪事業の売上収益は、四輪車用製品の販売が増加したことにより、441億3百万円と前年同四半期に比べ32億3

千4百万円（7.9％）の増収となりました。営業利益は、30億5千3百万円と前年同四半期に比べ13億5千5百万円

（79.9％）の増益となりました。

 

＜ステアリング事業＞

ステアリング製品の販売は前年同四半期に比べ、主に北米及び中国における販売の増加により、全体で増加しま

した。

ステアリング事業の売上収益は、ステアリング製品の販売が増加したことにより、505億1百万円と前年同四半期

に比べ124億1千万円（32.6％）の増収となりました。営業利益は、69億8千8百万円と前年同四半期に比べ46億円

（192.6％）の増益となりました。

 

＜ガススプリング事業＞

ガススプリング事業の売上収益は、15億9千4百万円と前年同四半期に比べ1億1千1百万円（6.5％）の減収となり

ました。営業損失は、製品保証引当金繰入額を計上したことにより、41億9百万円（前年同四半期は営業損失254億

2千6百万円）となりました。

 

その他

その他の売上収益は、53億7千4百万円と前年同四半期に比べ1億1千4百万円（2.2％）の増収となりました。営業

利益は、1億6千9百万円と前年同四半期に比べて2千6百万円（13.4％）の減益となりました。
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(2) 財政状態の分析

資産、負債及び資本の状況

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、2,045億8千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億3百万円減少

しました。各項目別の主な要因は次のとおりです。

 

＜流動資産＞

流動資産は1,183億4千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億9千8百万円増加しました。これは主に、そ

の他が減少したものの、現金及び現金同等物が増加したことによるものです。

 

＜非流動資産＞

非流動資産は862億3千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億1百万円減少しました。これは主に、その他

の金融資産並びに有形固定資産が減少したことによるものです。

 

＜流動負債＞

流動負債は789億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ67億8千8百万円減少しました。これは主に、引当金が

増加したものの、短期有利子負債並びにその他の金融負債が減少したことによるものです。

 

＜非流動負債＞

非流動負債は202億7千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億7千8百万円減少しました。これは主に、そ

の他の金融負債並びに繰延税金負債が減少したことによるものです。

 

＜資本＞

資本は1,054億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ80億6千2百万円増加しました。これは主に、利益剰余金

が増加したことによるものです。

 

(3) 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、前連結会計年度末に比べ

63億3千3百万円増加し、365億4千8百万円となりました。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、182億6千8百万円(前年同四半期比389.1％増)となりました。主な増加は、税引

前四半期利益122億2千5百万円、減価償却費及び償却費48億8千7百万円です。

 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

投資活動の結果使用した資金は、6億9千4百万円(前年同四半期比82.1％減)となりました。主な減少は、有形固

定資産の取得による支出40億9千2百万円であり、主な増加は、その他の金融資産の売却又は償還による収入36億4

百万円です。

 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

財務活動の結果使用した資金は、114億6千9百万円(前年同四半期は6億8千4百万円の使用)となりました。主な減

少は、短期有利子負債の純増減額75億5千9百万円、非支配持分株主への配当金の支払額34億6千2百万円です。

 

(4) 研究開発活動

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)の研究開発費の総額は、51億5千7百万

円となりました。

なお、当第2四半期連結累計期間においては、研究開発活動の重要な変更はありません。

 

(5) 生産、受注及び販売の実績

当第2四半期連結累計期間において、販売実績が前年同四半期に比べ著しく増加しました。これは、二輪車用製

品、四輪車用製品及びステアリング製品の販売が増加したためです。
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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 180,000,000

計 180,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2017年9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2017年11月14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 76,020,019 76,020,019
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

社における標準となる株式で

す。

単元株式数は、100株です。

計 76,020,019 76,020,019 ― ―

 

(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
 

(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)

2017年7月1日～

2017年9月30日
― 76,020,019 ― 12,698 ― 13,455
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(6)【大株主の状況】

  2017年9月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

本田技研工業株式会社 東京都港区南青山2－1－1 25,447,856 33.48

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1－8－11 3,787,000 4.98

RE FUND 116-CLIENT AC

（常任代理人　シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

MINISTRIES COMPLEX, BLOCK 3, 2ND

FLOOR, PO BOX 64, 13001 SAFAT －

KUWAIT

（東京都新宿区6－27－30）

2,920,700 3.84

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2－11－3 2,275,400 2.99

ショーワ　持株会 埼玉県行田市藤原町1－14－1 1,716,460 2.26

CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS

ACCOUNT ESCROW

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決済営業部）

5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS

MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED

KINGDOM

（東京都港区港南2－15－1　品川イン

ターシティA棟）

1,411,511 1.86

STATE STREET BANK AND TRUST

COMPANY

（常任代理人　香港上海銀行東京支

店カストディ業務部）

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA

02111

（東京都中央区日本橋3－11－1）

1,324,800 1.74

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2－7－1 1,291,480 1.70

GOVERNMENT OF NORWAY

（常任代理人　シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107

NO

（東京都新宿区6－27－30）

1,267,121 1.67

MORGAN STANLEY & CO. LLC

（常任代理人　モルガン・スタン

レーMUFG証券株式会社）

1585 Broadway Nwe York, New York

10036, U. S. A.

（東京都千代田区大手町1－9－7　大手

町フィナンシャルシティ　サウスタ

ワー）

1,244,300 1.63

計 － 42,686,628 56.15
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(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2017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

53,900

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

75,945,800
759,458 ―

単元未満株式
普通株式

20,319
― ―

発行済株式総数 76,020,019 ― ―

総株主の議決権 ― 759,458 ―

 

②【自己株式等】

2017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)

株式会社ショーワ

埼玉県行田市藤原町

1－14－1
53,900 ー 53,900 0.07

計 ― 53,900 ー 53,900 0.07

 

 

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　要約四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の要約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)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下「IAS第34号」という。)に準拠し

て作成しています。

 

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(2017年7月1日から2017年9月

30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2017年4月1日から2017年9月30日まで)に係る要約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います。

EDINET提出書類

株式会社ショーワ(E02184)

四半期報告書

 8/25



1【要約四半期連結財務諸表】

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

（単位：百万円）
 

 注記
前連結会計年度

（2017年3月31日）
当第2四半期連結会計期間

（2017年9月30日）

資産    

流動資産    

現金及び現金同等物  30,475 36,548

営業債権及びその他の債権  43,061 42,433

その他の金融資産 9 1,358 422

棚卸資産  32,707 33,181

その他  8,044 5,759

流動資産合計  115,647 118,345

非流動資産    

有形固定資産  68,808 66,719

投資不動産  536 536

無形資産  2,983 3,026

持分法で会計処理されている投資  5,024 5,261

その他の金融資産 9 6,746 4,417

繰延税金資産  2,253 2,311

その他  3,885 3,964

非流動資産合計  90,238 86,236

資産合計  205,885 204,582
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（単位：百万円）

 

 注記
前連結会計年度

（2017年3月31日）
当第2四半期連結会計期間

（2017年9月30日）

負債及び資本    

負債    

流動負債    

短期有利子負債 9 10,420 2,608

営業債務  32,058 31,681

その他の金融負債 9 10,209 7,065

未払法人所得税  1,610 1,277

短期従業員給付  6,668 7,435

引当金  21,437 24,773

その他  3,290 4,065

流動負債合計  85,695 78,907

非流動負債    

長期有利子負債 9 6,296 5,877

その他の金融負債 9 2,503 1,181

長期従業員給付  7,578 7,674

引当金  941 928

繰延税金負債  4,923 4,072

その他  605 537

非流動負債合計  22,849 20,271

資本    

資本金  12,698 12,698

資本剰余金  13,417 13,417

利益剰余金  53,186 62,289

自己株式  △54 △54

その他の資本の構成要素  4,904 4,577

親会社の所有者に帰属する持分  84,152 92,928

非支配持分  13,188 12,474

資本合計  97,340 105,403

負債及び資本合計  205,885 204,582
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(2)【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【要約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）
 

 注記
前第2四半期連結累計期間
（自　2016年4月1日
 至　2016年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自　2017年4月1日
 至　2017年9月30日）

売上収益 5 120,056 140,466

売上原価  △96,813 △108,807

売上総利益  23,242 31,658

販売費及び一般管理費 7 △39,735 △20,235

その他の収益  210 327

その他の費用  △1,345 △239

営業利益(△は損失) 5 △17,627 11,510

金融収益  310 503

金融費用  △1,129 △99

持分法による投資損益  283 310

税引前四半期利益(△は損失)  △18,161 12,225

法人所得税  △2,612 △3,543

四半期利益(△は損失)  △20,774 8,681

 

四半期利益(△は損失)の帰属：    

親会社の所有者  △22,197 6,887

非支配持分  1,423 1,794

合計  △20,774 8,681

 

基本的1株当たり四半期利益(△は損失)

（単位：円）
8 △292.21 90.66
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【第2四半期連結会計期間】

（単位：百万円）
 

 注記
前第2四半期連結会計期間
（自　2016年7月1日
 至　2016年9月30日）

当第2四半期連結会計期間
（自　2017年7月1日
 至　2017年9月30日）

売上収益  59,240 71,530

売上原価  △47,369 △54,956

売上総利益  11,871 16,574

販売費及び一般管理費  △31,876 △12,450

その他の収益  113 166

その他の費用  △1,065 △39

営業利益(△は損失)  △20,957 4,250

金融収益  174 137

金融費用  △120 △44

持分法による投資損益  122 167

税引前四半期利益(△は損失)  △20,781 4,510

法人所得税  △1,472 △2,250

四半期利益(△は損失)  △22,253 2,260

 

四半期利益(△は損失)の帰属：    

親会社の所有者  △22,975 1,200

非支配持分  721 1,059

合計  △22,253 2,260

 

基本的1株当たり四半期利益(△は損失)

（単位：円）
8 △302.44 15.80
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【要約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）
 

 注記
前第2四半期連結累計期間
（自　2016年4月1日
 至　2016年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自　2017年4月1日
 至　2017年9月30日）

四半期利益(△は損失)  △20,774 8,681

その他の包括利益    

純損益に振替えられることのない項目    

その他の包括利益を通じて公正価値で測定
される金融資産

 △109 770

純損益に振替えられることのない項目の合計  △109 770

純損益に振替えられる可能性のある項目    

在外営業活動体の換算差額  △7,950 1,390

キャッシュ・フロー・ヘッジ  0 －

持分法適用会社に対する持分相当額  △503 59

純損益に振替えられる可能性のある項目の合計  △8,453 1,450

その他の包括利益合計（税引後）  △8,563 2,220

四半期包括利益  △29,338 10,902

 

四半期包括利益の帰属：    

親会社の所有者  △29,640 8,776

非支配持分  302 2,125

合計  △29,338 10,902
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【第2四半期連結会計期間】

（単位：百万円）
 

 注記
前第2四半期連結会計期間
（自　2016年7月1日
 至　2016年9月30日）

当第2四半期連結会計期間
（自　2017年7月1日
 至　2017年9月30日）

四半期利益(△は損失)  △22,253 2,260

その他の包括利益    

純損益に振替えられることのない項目    

その他の包括利益を通じて公正価値で測定
される金融資産

 405 523

純損益に振替えられることのない項目の合計  405 523

純損益に振替えられる可能性のある項目    

在外営業活動体の換算差額  △1,139 1,347

持分法適用会社に対する持分相当額  △24 20

純損益に振替えられる可能性のある項目の合計  △1,164 1,367

その他の包括利益合計（税引後）  △759 1,891

四半期包括利益  △23,012 4,151

 

四半期包括利益の帰属：    

親会社の所有者  △23,558 2,781

非支配持分  545 1,370

合計  △23,012 4,151
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(3)【要約四半期連結持分変動計算書】

 

前第2四半期連結累計期間（自　2016年4月1日　至　2016年9月30日）

 

(単位：百万円)

 

注記

親会社の所有者に帰属する持分

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

 

その他の包
括利益を通
じて測定さ
れる金融資
産

キャッシュ・
フロー・ヘッ
ジ

期首残高  12,698 13,417 62,132 △54 2,985 △0

四半期包括利益        

四半期利益(△は
損失)  － － △22,197 － － －

その他の包括利益  － － － － △109 0

四半期包括利益合計  － － △22,197 － △109 0

所有者との取引等        

配当 6 － － △607 － － －

自己株式の取得  － － － △0 － －

その他の資本の構成
要素から利益剰余金
への振替

 － － 1 － △1 －

所有者との取引等合計  － － △606 △0 △1 －

期末残高  12,698 13,417 39,327 △54 2,874 －

 

 

注記

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

 その他の資本の構成要素

親会社の所
有者に帰属
する持分合
計

 
在外営業活
動体の換算
差額

合計

期首残高  2,080 5,064 93,258 12,378 105,637

四半期包括利益       

四半期利益(△は

損失)
 － － △22,197 1,423 △20,774

その他の包括利益  △7,333 △7,442 △7,442 △1,120 △8,563

四半期包括利益合計  △7,333 △7,442 △29,640 302 △29,338

所有者との取引等       

配当 6 － － △607 △1,674 △2,282

自己株式の取得  － － △0 － △0

その他の資本の構成
要素から利益剰余金
への振替

 － △1 － － －

所有者との取引等合計  － △1 △607 △1,674 △2,282

期末残高  △5,253 △2,378 63,010 11,006 74,016

 

 

EDINET提出書類

株式会社ショーワ(E02184)

四半期報告書

15/25



当第2四半期連結累計期間（自　2017年4月1日　至　2017年9月30日）

 

(単位：百万円)

 

注記

親会社の所有者に帰属する持分

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

 

その他の包
括利益を通
じて測定さ
れる金融資
産

キャッシュ・
フロー・ヘッ
ジ

期首残高  12,698 13,417 53,186 △54 3,539 －

四半期包括利益        

四半期利益  － － 6,887 － － －

その他の包括利益  － － － － 770 －

四半期包括利益合計  － － 6,887 － 770 －

所有者との取引等        

配当 6 － － － － － －

自己株式の取得  － － － △0 － －

その他の資本の構成
要素から利益剰余金
への振替

 － － 2,215 － △2,215 －

所有者との取引等合計  － － 2,215 △0 △2,215 －

期末残高  12,698 13,417 62,289 △54 2,094 －

 

 

注記

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

 その他の資本の構成要素

親会社の所
有者に帰属
する持分合
計

 
在外営業活
動体の換算
差額

合計

期首残高  1,364 4,904 84,152 13,188 97,340

四半期包括利益       

四半期利益  － － 6,887 1,794 8,681

その他の包括利益  1,118 1,889 1,889 331 2,220

四半期包括利益合計  1,118 1,889 8,776 2,125 10,902

所有者との取引等       

配当 6 － － － △2,839 △2,839

自己株式の取得  － － △0 － △0

その他の資本の構成
要素から利益剰余金
への振替

 － △2,215 － － －

所有者との取引等合計  － △2,215 △0 △2,839 △2,839

期末残高  2,483 4,577 92,928 12,474 105,403
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(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
 

 注記
前第2四半期連結累計期間
（自　2016年4月1日
 至　2016年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自　2017年4月1日
 至　2017年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期利益(△は損失)  △18,161 12,225

減価償却費及び償却費  4,450 4,887

減損損失  942 18

金融収益及び金融費用  △235 △271

持分法による投資損益（△は益）  △283 △310

有形固定資産除売却損益（△は益）  72 74

棚卸資産の増減額（△は増加）  △1,228 17

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増

加）
 △1,134 1,174

営業債務の増減額（△は減少）  1,660 △792

従業員給付の増減額（△は減少）  495 812

製品保証引当金の増減額（△は減少）  21,890 3,283

その他  △575 1,008

小計  7,892 22,127

利息の受取額  191 245

配当金の受取額  229 288

利息の支払額  △113 △79

法人所得税の支払額  △3,381 △4,313

独占禁止法関連支払額  △1,083 －

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,734 18,268

投資活動によるキャッシュ・フロー    

その他の金融資産の売却又は償還による収入  875 3,604

その他の金融資産の取得による支出  △282 △175

有形固定資産の売却による収入  289 143

有形固定資産の取得による支出  △4,728 △4,092

その他  △26 △173

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,872 △694

財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額  △608 △0

非支配持分株主への配当金の支払額  △2,112 △3,462

短期有利子負債の純増減額（△は減少）  2,402 △7,559

長期有利子負債の返済による支出  △366 △447

その他  △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △684 △11,469

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額  △1,471 228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △2,293 6,333

現金及び現金同等物の期首残高  27,139 30,215

現金及び現金同等物の四半期末残高  24,845 36,548
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【要約四半期連結財務諸表注記】

1．報告企業

　株式会社ショーワ（以下「当社」という。）は、日本国籍の企業であり、当社の本社及び主要な事業所の住所

は、当社のウェブサイト（http://www.showa1.com）で開示しています。

　当四半期連結累計期間の連結財務諸表（以下「要約四半期連結財務諸表」という。）は、2017年9月30日を期

末日とし、当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）並びに当社グループの関連会社に対する持分によ

り構成されています。

　なお、当社グループの事業内容及び主要な製品等は、注記「5．セグメント情報」に記載しています。

 

 

2．作成の基礎

(1) IFRSに準拠している旨

　当社は、「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」第1条の2に掲げる「指定国際会計基

準特定会社」の要件を満たしているため、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して要約四半期連結財務諸

表を作成しています。

　要約四半期連結財務諸表は、連結会計年度の連結財務諸表で要求される全ての情報が含まれていないため、前

連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。

　要約四半期連結財務諸表は、2017年11月14日に取締役社長杉山伸幸及び取締役常務執行役員脇山成俊により承

認されています。

 

(2）測定の基礎

　要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品及び従業員給付を除き、取得原価を基

礎として作成しています。

 

 

3．重要な会計方針

　要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適

用した会計方針と同一です。

 なお、当第2四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しています。

 

4．重要な会計上の判断、見積り及び仮定

　当社グループは、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を

設定しています。これらの見積りや仮定に基づく判断は実際の結果とは異なる場合があります。

　要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び仮定は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同

様です。

　見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直され、これらの見積りの改訂による影響は、改訂がなされた連

結会計年度及び将来の連結会計年度において認識されます。
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5. セグメント情報

(1）報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっている事業セグメ

ントを基に決定しています。

　当社グループは、自動車用部品を主に、輸送用機械の精密機能部品の製造及び販売と、これに関連する事業

を営んでおり、製品の用途と特性に応じて「二輪・汎用事業」、「四輪事業」、「ステアリング事業」、及び

「ガススプリング事業」の4つを報告セグメントとしています。

　なお、当社グループの報告セグメントと各報告セグメントごとの主要製品は次のとおりです。

報告セグメント 主要製品

二輪・汎用事業 二輪車用ショックアブソーバ、船外機用パワーチルトトリム、トリムシリンダ

四輪事業
四輪車用ショックアブソーバ、プロペラシャフト、オートマチックトランスミッション部品、

デファレンシャルギヤ、その他駆動系部品

ステアリング事業 電動パワーステアリング、油圧パワーステアリング、CVTポンプ

ガススプリング事業 ガススプリング

 

(2）報告セグメントごとの売上収益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（自　2016年4月1日　至　2016年9月30日）

（単位：百万円）
 

 

報告セグメント

合計
その他

(注)1

調整額

(注)3
連結

二輪・汎
用事業

四輪事業
ステアリ
ング事業

ガススプ
リング事
業

外部顧客からの売上

収益
34,131 40,868 38,091 1,705 114,797 5,259 － 120,056

セグメント間の売上

収益
－ － － － － － － －

合計 34,131 40,868 38,091 1,705 114,797 5,259 － 120,056

セグメント利益(△

は損失)(注)2
3,602 1,697 2,388 △25,426 △17,738 195 △84 △17,627

金融収益及び金融

費用
       △818

持分法による投資

損益
       283

税引前四半期利益

(△は損失)
       △18,161

(注）1．「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、自動車販売等です。

2．セグメント利益(△は損失)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益(△は損失)をベースとしています。

3．セグメント利益(△は損失)の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない「その他の費用」です。
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当第2四半期連結累計期間（自　2017年4月1日　至　2017年9月30日）

（単位：百万円）
 

 

報告セグメント

合計
その他

(注)1
調整額 連結

二輪・汎
用事業

四輪事業
ステアリ
ング事業

ガススプ
リング事
業

外部顧客からの売上

収益
38,893 44,103 50,501 1,594 135,092 5,374 － 140,466

セグメント間の売上

収益
－ － － － － － － －

合計 38,893 44,103 50,501 1,594 135,092 5,374 － 140,466

セグメント利益(△

は損失)(注)2
5,409 3,053 6,988 △4,109 11,341 169 － 11,510

金融収益及び金融

費用
       404

持分法による投資

損益
       310

税引前四半期利益        12,225

(注）1．「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、自動車販売等です。

2．セグメント利益(△は損失)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益(△は損失)をベースとしています。

 

6. 配当

　前第2四半期連結累計期間（自　2016年4月1日　至　2016年9月30日）

 

　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

2016年6月24日

定時株主総会
普通株式 607 8.00 2016年3月31日 2016年6月27日

 

 

　当第2四半期連結累計期間（自　2017年4月1日　至　2017年9月30日）

 

　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

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

2017年11月2日

取締役会
普通株式 759 10.00 2017年9月30日 2017年12月1日
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7. 販売費及び一般管理費

　販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりです。

(単位：百万円)

 
前第2四半期連結累計期間
（自 2016年4月1日
至 2016年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自 2017年4月1日
至 2017年9月30日）

荷造運賃 △2,177 △2,240

人件費 △4,608 △4,871

研究開発費 △5,386 △5,157

製品保証引当金繰入額 △24,083 △3,903

(注)製品保証引当金繰入額は、主に当社グループにおいて生産した製品(ガススプリング)の一部に不具合があり、得意

先において無償交換を行うことになったため、機種別等の最新の補修費用の情報及び過去の補修実績を基に将来の

見込みを加味して見積った費用です。

 

8．基本的1株当たり四半期利益

　基本的1株当たり四半期利益及び算定上の基礎は次のとおりです。

　なお、希薄化後1株当たり四半期利益については、希薄化効果を有する潜在株式等が存在しないため記載してい

ません。

 

(第2四半期連結累計期間)

 
前第2四半期連結累計期間
（自　2016年4月1日
 至　2016年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自　2017年4月1日
 至　2017年9月30日）

親会社の所有者に帰属する四半期利益(△は

損失)(百万円)
△22,197 6,887

加重平均普通株式数(千株) 75,966 75,966

基本的1株当たり四半期利益(△は損失)(円) △292.21 90.66

 

(第2四半期連結会計期間)

 
前第2四半期連結会計期間
（自　2016年7月1日
 至　2016年9月30日）

当第2四半期連結会計期間
（自　2017年7月1日
 至　2017年9月30日）

親会社の所有者に帰属する四半期利益(△は

損失)(百万円)
△22,975 1,200

加重平均普通株式数(千株) 75,966 75,966

基本的1株当たり四半期利益(△は損失)(円) △302.44 15.80
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9．金融商品の公正価値

(1）その他の金融資産及び有利子負債、その他の金融負債の公正価値

（単位：百万円）
 

 

前連結会計年度
（2017年3月31日）

当第2四半期連結会計期間
（2017年9月30日）

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

金融資産     

償却原価で測定される金融資産     

・3ヵ月超の預金 339 339 351 351

・その他の金融資産 1,737 1,737 769 769

FVTPL     

・デリバティブ資産 － － 7 7

FVTOCI     

・資本性金融商品 6,028 6,028 3,710 3,710

合計 8,105 8,105 4,839 4,839

金融負債     

償却原価で測定される金融負債     

・有利子負債     

借入金 16,527 16,536 8,327 8,335

リース債務 189 189 157 157

・その他の金融負債     

未払金 11,880 11,880 7,852 7,852

その他 799 799 385 385

FVTPL     

・デリバティブ負債 32 32 9 9

合計 29,429 29,438 16,731 16,739

 

　上記公正価値の算定方法は、次のとおりです。

 

（デリバティブ資産及びデリバティブ負債）

　先物為替予約の公正価値は、報告期間末日における為替レート及び市場金利に基づき、予測将来キャッ

シュ・フローを現在価値に割引くことにより算定しています。

 

（FVTOCI金融資産）

　主に株式であり、上場株式については取引所の価格に基づき算定しています。

　非上場株式の公正価値は、類似業種企業のPER又はPBR並びに、評価対象企業の基本的1株当たり四半期(当

期)利益又は1株当たり親会社所有者帰属持分等を用いて算定しています。

 

（借入金）

　将来キャッシュ・フローを新規に同様の借入を実行した場合に想定される利率で割引く方法により算定し

ています。(公正価値ヒエラルキーのレベル2)

 
 

（上記以外の金融商品）

　これらの殆どは短期間で決済されているため、帳簿価額は合理的な公正価値と近似しています。
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(2）公正価値ヒエラルキーのレベル別分類

　以下の表は、要約四半期連結財政状態計算書上において公正価値で測定されている資産及び負債の内訳で

す。

　公正価値で測定する金融商品は、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて公正価値ヒエ

ラルキーを次の3つに分類しており、公正価値で計上される金融商品の評価方法ごとの分類及び、それぞれの

レベルの定義は次のとおりです。

レベル1：同一の資産又は負債についての活発な市場における公表価格

レベル2：レベル1に属さない、直接的又は間接的に観察可能なインプット

レベル3：観察不能な価格を含むインプット

 

前連結会計年度（2017年3月31日）

（単位：百万円）
 

 レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産：     

資本性金融商品 5,985 － 42 6,028

合計 5,985 － 42 6,028

負債：     

デリバティブ負債 － 32 － 32

合計 － 32 － 32

（注) レベル1、2及び3の間の振替えはありません。

 

 
 

当第2四半期連結会計期間（2017年9月30日）

（単位：百万円）
 

 レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産：     

デリバティブ資産 － 7 － 7

資本性金融商品 3,623 － 87 3,710

合計 3,623 7 87 3,718

負債：     

デリバティブ負債 － 9 － 9

合計 － 9 － 9

（注）レベル1、2及び3の間の振替えはありません。

なお、前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間において、レベル3に分類される金融商品の重要

な増減はありません。

 

 

2【その他】

2017年11月2日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

　(イ) 配当金の総額……………………………………… 759百万円

　(ロ) 1株当たりの金額……………………………………10円00銭

　(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日………… 2017年12月1日

(注) 2017年9月30日現在の株主名簿に記載又は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  

 

2017年11月14日

株式会社ショーワ

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 耕田　一英　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 遠藤　正人　　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ショーワ

の2017年4月1日から2018年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2017年7月1日から2017年9月30日まで)

及び第2四半期連結累計期間(2017年4月1日から2017年9月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四

半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算

書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半期レビューを行った。

 

要約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、「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」第93条の規定により国際会計基準

第34号「期中財務報告」に準拠して要約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要約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、独立の立場から要約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、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務

報告」に準拠して、株式会社ショーワ及び連結子会社の2017年9月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半

期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・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。

 

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

※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)が要約四半期連結財務諸表に添付する形で別途保管しています。

※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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