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株式売出目論見書 
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 この目論見書により行う株式9,358,419,000円（見込額）の売出

し（引受人の買取引受けによる売出し）及び株式935,866,000円

（見込額）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）につ

いては、当社は金融商品取引法第４条第１項ただし書により同項本

文の規定による届出は行っておりません。 

 なお、売出価格等については、今後訂正が行われます。 

 また、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

 

 今後、売出価格等（売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定され

た場合は、売出価格等及び売出価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（引受人の買取引受

けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバー

アロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正

事項分の交付に代えて売出価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び売出価格等の決定後から申

込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（〔URL〕https://www.g-

tekt.jp/ir/news/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。ただし、売出価格等の決定

に際し、売出価格等及び売出価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につい

ての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 

 なお、売出価格等が決定される前に目論見書の記載内容について訂正が行われる場合には、目

論見書の訂正事項分が交付されます。 
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Ⅰ 概要

1. 会社概要
会社名 株式会社ジーテクト（G-TEKT CORPORATION）
本店所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20
資本金 4,656百万円（平成29年12月31日現在）
代表者 代表取締役社長　高尾　直宏
従業員数 連結7,731名　単体1,181名（平成29年３月31日現在）
上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部
主要取引先 本田技研工業株式会社及びそのグループ会社（連結売上高の約７割）
沿革 平成23年４月に菊池プレス工業株式会社と高尾金属工業株式会社が合

併。商号を株式会社ジーテクトに変更。

2. 業績等の推移（連結）
◆売上高
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◆親会社株主に帰属する当期純利益
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◆経常利益
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◆キャッシュ・フロー
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（注１） 平成30年３月期の数値は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査が未了であり、監査報告
書は受領しておりません。

（注２）自己資本は、純資産合計から非支配株主持分を控除し、算出しております。
（注３） フリー・キャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計し、算出

しております。

◆自己資本・自己資本比率
%
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日本

本社
●埼玉工場

●栃木工場

■C&C栃木

●羽村事業所
■ジーテクト東京ラボ

●群馬工場
● 生産拠点
▲ リサーチ拠点
■ R&D拠点

●滋賀工場

●G-TEKT Eastern Co., Ltd. 

●G-TEKT India Private Ltd.

●Jefferson Elora Corporation

タイ

インド

カナダ

●G-TEKT MEXICO 
　CORP.S.A.DE C.V.
●G-ONE AUTO PARTS 
　DE MEXICO, S.A. DE C.V.

メキシコ

●Thai G&B Manufacturing Ltd.

●G-TEKT (Thailand) Co., Ltd.

●G-KT do Brasil Ltda.
ブラジル

■G-TEKT North America
　Corporation

アメリカ

●G-TEKT America 
　Corporation
●Jefferson Southern 
　Corporation

●Austin Tri-Hawk 
　Automotive, Inc.
●Jefferson Industries 
　Corporation

●PT.G-TEKT Indonesia Manufacturing
インドネシア

欧州

北米

南米

中国

アジア

▲G-TEKT (Deutschland) GmbH.
ドイツ

●G-TEKT Europe 
　Manufacturing Ltd. 

イギリス

●G-TEKT
　Slovakia, s.r.o.

スロバキア

●Wuhan Auto Parts 
　Alliance Co., Ltd.

●Conghua K&S 
　Auto Parts Co., Ltd.
▲G-TEKT Shanghai
　Representative Office

●Auto Parts Alliance 
　(China) Ltd.

Ⅱ グローバル・ネットワーク

（注１）平成30年３月31日現在
（注２） 海外については、当社海外駐在員事務所であるG-TEKT Shanghai Representative Office及び持分法適用関連会社で

あるG-ONE AUTO PARTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.を除き、全て連結子会社です。
（注３）Global Auto-Parts Alliance India Private Ltd.（連結子会社）は清算中であり、上記には含めておりません。
（注４）G-TEKT Slovakia, s.r.o.の稼働開始は平成31年６月を予定しております。

（注） 上記の数値は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査が未了であり、監査報告書は受領してお
りません。

◆ セグメント別外部顧客への売上高及び利益の構成比（平成30年3月期）

外部顧客への売上高

日本
401億円

欧州
154億円

アジア
389億円

中国
383億円

南米
69億円

北米
799億円

合計
2,198億円

セグメント利益

日本
14億円

欧州
25億円

アジア
41億円

中国
41億円

南米
2億円

北米
17億円

合計
142億円

010_7023307533006.indd   3 2018/05/15   17:14:24



Ⅲ 事業の内容

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、平成30年３月31日現在、当社及び連
結子会社20社及び持分法適用関連会社１社により構成され、日本、北米、欧州、アジ
ア、中国、南米における自動車用車体部品及び駆動系のトランスミッション部品並びに
車体部品の製造に必要な金型・治工具等の製造・販売を主な事業内容としております。
　国内得意先向けには当社が製造・販売し、海外得意先向けには北米、欧州、アジア、
中国、南米において現地の子会社及び関連会社が当社からの技術援助を受けるとともに、
当社より金型・治工具等の生産設備、G-TEKT (Thailand) Co., Ltd.及びAuto Parts 
Alliance (China) Ltd.より金型の生産設備の供給を受け、自動車部品の製造・販売を行
っております。

　車一台分のボディ解析モデルの精度を高め、軽量化と
高剛性化の両立を目指しております。
　実車衝突実験と高い相関を示すシミュレーションモデ
ルを開発し、信頼性の高い軽量化提案を行うことにより、
部品受注の増加に繋がっています。

車体部品 トランスミッション部品

金型・治工具

2. 車一台解析技術

1. 主要製品

パーセル

バックパネル

フレームフレーム

ダッシュボード

サイド
ストラクチャー ルーフ

金型設計
自社開発自動設計ソフトによって自
動ソリッド設計

従来は鋳物を削って成形していたも
のを、プレスで成形することで、高
効率、高品質な部品生産を実現して
います。

フロア

［実車衝突実験のシミュレーション図］
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Ⅳ 成長戦略

1. 経営戦略G4-20

2. 中長期経営戦略

安全・環境に即した先進技術の追求を通じ車体部品と
トランスミッション部品の専門メーカーとして世界TOPを目指す

当社は第３次中期（平成30年３月期から平成32年３月期）において、企業の「持続的な成
長と進化」を普遍的な目標として掲げ、技術・販売・人事の３つのイノベーションを推進す
ることにより、企業価値・株主価値の向上に努めております。

課題と取り組み

１
品質管理体制の強化
品質は、顧客との信頼関係の基礎であり、図面や金型の作成段階から徹底的に見直し、
品質の確保を進める

２
生産体質改善
生産ライン構想や作業方法、生産アロケーションの見直し等、地域最適となる取り組
みを行う

３
海外拠点の持続的な成長と進化
各海外拠点の自立化を促しつつ、日本と現地とでグローバル戦略を共有する

４
現地開発機能の強化
日本の研究開発機能を中心に、ドイツ・中国の調査拠点及び米国開発拠点と連携しな
がら、各地域のニーズを迅速・的確に入手し、新技術提案力を飛躍的に高める

５

軽量化技術への取り組み
自動車の低燃費化・電動化ニーズにボディの軽量・高剛性化で応えるため、鉄のウル
トラハイテン加工技術、ホットスタンプ技術をさらに強化すると共に、アルミの成形
技術及び異材接合技術等の商品化を進める

６
他社販売の強化
新規顧客獲得に向けて、地域と地域をつなぐグローバル規模の新しい販売体制を構築
し、営業活動を強化する

７

人材育成
公平で実力が反映される新人事制度、キャリアモデルを示した新人材育成制度に加え、
支援ツールの活用により、「グローバル経営人財」の創出及び「次世代経営陣」の育成
を強化する

８

グローバルCSR活動の強化
CSR活動をグローバルに展開し、（1）コーポレートガバナンス、（2）情報管理、（3）
安全衛生、（4）品質、（5）人権・労働、（6）環境、（7）社会貢献をテーマとした課
題への対応を図り、持続的な成長と進化を目指す
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　現在、自動車業界では自動運転、コネクティビティ（注）の進化に加え、欧州では英仏で
2040年までにガソリン車及びディーゼル車の販売禁止の方針が打ち出され、中国ではニュ
ー・エネルギー・ヴィークル規制法により環境規制の強化が決定されるなど、電動（EV）化
が加速しており、大きな変革期を迎えております。
　一方、日本や北米を中心にガソリン車の需要も継続しており、環
境規制に対応するガソリン車の低燃費化も、引き続き重要な課題です。
　このような経営環境の下、当社グループでは迅速・柔軟な経営意
思決定により、欧州、中国で加速する電動（EV）化への対応も視野
に入れて、軽量・高剛性ボディ加工技術の進化を進めております。

（注）コネクティビティ：ネットワーク接続するための技術・機能

Ⅳ 成長戦略

自動車業界がおかれた環境

地域別の取り組み・事業戦略

・EV化の進む中国市場を見据え、平成29
年10月に、上海に市場調査のための 
リサーチ拠点としてG-TEKT Shanghai 
Representative Officeを開設いたし
ました。

・同拠点が調査した、現地ニーズやカーメ
ーカーの動向等に基づき、日本に集約し
た各国の先進技術を投入して事業展開を
進めてまいります。

・また中国での受注拡大に対応するため、
Wuhan Auto Parts Alliance Co., 
Ltd.の第二工場を新設いたしました。

中国：各国の軽量・高剛性化技術を投入

代表取締役社長
高尾　直宏

・英子会社G-TEKT Europe Manufacturing  
Ltd.のグロスター工場を拡張し、アルミ
ボディ部品生産のマザー拠点として、量
産技術の蓄積を進めてまいります。（拡
張部分は、平成31年1月稼働予定）

・アルミボディ部品の新規受注を受け、欧
州大陸初の生産拠点として、スロバキア
にG-TEKT Slovakia, s.r.o.を設立いた
しました。（平成31年６月稼働予定）

欧州：アルミボディ量産技術の蓄積

G-TEKT Europe 
Manufacturing Ltd.

G-TEKT Slovakia, s.r.o.
（完成予想図）

G-TEKT Shanghai 
Representative Office

EV化（次世代ボディへの対応）
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Ⅳ 成長戦略

地域別の取り組み・事業戦略

＜日本＞
技術情報の集約・
開発加速

・先進技術開発の中心的な拠点として、平
成 3 0 年 ４ 月 に、 新 た な 研 究 開 発 棟

「GTL（ジーテクト東京ラボ）」を設立
いたしました。同拠点にドイツ、北米、
中国の拠点（G-TEKT (Deutschland) 
GmbH.、G-TEKT North America 
Corporation、G-TEKT Shanghai 
Representative Office）で収集した
先端技術情報を集約し、開発を加速して
まいります。

・また、欧米の先進技術を取り入れ、バッ
テリーケースの開発・量産化を進めてま
いります。

日本：技術情報の集約・開発加速

ジーテクト東京ラボ

EV化
（次世代ボディ

への対応）

＜欧州＞
次世代ボディの開発で
先行する欧州でのアルミ
ボディ量産技術の蓄積

＜中国＞
日本に集約した各国の
先進技術投入を目指す

ガソリン車
低燃費化

（既存技術の
進化）

＜日本／北米中心＞
鉄材の軽量・高剛性化
技術の進化

＜日本／北米中心＞
各国の軽量・高剛性化
技術投入を目指す

EV化・低燃費化に対する当社の取り組み

EV化（次世代ボディへの対応）

ガソリン車低燃費化（既存技術の進化）

日本／北米中心：鉄材の軽量・高剛性化
・ガソリン車で主流となっている鉄材の軽

量・高剛性化技術として、超ハイテン材
やホットスタンプ技術にさらに磨きをか
けると共に、アルミと鉄を接合する異材
接合技術等の進化を進めてまいります。

　－  ハイテン材：高張力鋼板のことで、軽くて
強い素材として、自動車の軽量化と高剛性
化に役立っています。一方で、プレス成形
が困難であるという課題がありますが、当
社では、既に超ハイテン材による車体部品
の量産化を実現しています。

　－  ホットスタンプ：高温に加熱した鋼板をプ
レス成形すると同時に、金型の中で急冷す
ることで材料に焼き入れを行い、高強度の
製品を得る加工方法です。

ホットスタンプ技術
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Ⅴ 株主還元

1. 配当政策

2. 株主優待
毎年３月末時点の株主名簿に100株以上保有している株主として登録されている方に対し、
株主名簿に同一株主番号で初めて登録されてからの期間に応じて、下記のとおりクオカード
を贈呈いたします。

継続保有期間 優待内容

１年未満 1,000円相当のクオカード

１年以上３年未満 2,000円相当のクオカード

３年以上 3,000円相当のクオカード

当社は、株主の皆様に対する安定的な配当を基本としつつ、業績、成果に基づく利益還元を
継続的に実施することが経営上の重要な政策の一つであるとの考えの下、利益成長に応じた
安定的かつ着実な配当成長を実現し、持続的な株主還元ができるよう、経営努力を重ねるこ
とを基本方針としております。

（注） 当社は平成26年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っているため、平成22年３月期から平成26年３月
期までの１株当たり配当金は株式分割考慮後の数値を記載しています。

円

40

35

30

25

20

10

15

5

平成29年
3月期

18

18

36

平成28年
3月期

15

17

32

平成27年
3月期

11

13

24

平成26年
3月期

9

11

20

平成25年
3月期

8

9

17

平成22年
3月期

5

6

11

平成23年
3月期

6

6.5

12.5

平成24年
3月期

6.5

7.5

14

1株当たり中間配当金 1株当たり期末配当金

0
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【本目論見書により行う売出有価証券の種類】 株式 

【本目論見書により行う売出金額】 引受人の買取引受けによる売出し     9,358,419,000円 

 オーバーアロットメントによる売出し    935,866,000円 

 （注） 売出金額は、売出価額の総額であり、平成30年５月

11日（金）現在の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の終値を基準として算出した見込額で

あります。 

【安定操作に関する事項】 １ 今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式につい

て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品

取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行

われる場合があります。 

２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市

場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引

所であります。 
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（株価情報等） 

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】 

 平成27年５月18日から平成30年５月11日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥ

Ｒ及び株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。 

 

 

 
 （注）１ ・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。 

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。 

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。 

２ ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。 

 
ＰＥＲ（倍）＝ 

週末の終値 

 １株当たり当期純利益（連結） 

平成27年５月18日から平成28年３月31日については、平成27年３月期有価証券報告書の平成27年３月

期連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成28年４月１日から平成29年３月31日については、平成28年３月期有価証券報告書の平成28年３月

期連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成29年４月１日から平成30年３月31日については、平成29年３月期有価証券報告書の平成29年３月

期連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成30年４月１日から平成30年５月11日については、平成30年５月10日に公表した平成30年３月期の

未監査の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 
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２【大量保有報告書等の提出状況】 

平成29年11月22日から平成30年５月11日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、

以下のとおりであります。 

提出者（大量保有者）

の氏名又は名称 
報告義務発生日 提出日 区分 

保有株券等の

総数（株） 

株券等保有割

合（％） 

ＴＫホールディングス

株式会社 
平成27年10月16日 平成30年４月26日 

変更報告書 

（注）１ 

2,145,344 4.88 

高尾 直宏 1,335,576 3.04 

 （注）１ ＴＫホールディングス株式会社及び高尾直宏は共同保有者であります。 

２ 上記の大量保有報告書等は関東財務局及び近畿財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が

上場されている株式会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。 
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第一部【証券情報】 

 

第１【募集要項】 
 

 該当事項はありません。 

 

第２【売出要項】 
 

１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】 

 平成30年５月30日（水）から平成30年６月５日（火）までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」

という。）に決定される引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載

の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格）で売出しを行います。引受人は受渡期

日に引受価額の総額を売出人に支払い、本売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。）にお

ける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。 

種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 

普通株式 3,937,900株 9,358,419,000 
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 

 （注）１ 引受人の買取引受けによる売出しは、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主であ

る高尾博之より買取る当社普通株式3,937,900株について売出しを行うものであります。 

２ 引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該売出しの事務主幹事

会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から393,800株を上限として借入

れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合が

あります。 

  オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別

記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 

３ 引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、そ

の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」

をご参照下さい。 

４ 振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

５ 売出価額の総額は、平成30年５月11日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の

終値を基準として算出した見込額であります。 
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】 

売出価格 
（円） 

引受価額 
（円） 

申込期間 
申込
単位 

申込証
拠金 
（円） 

申込受付
場所 

引受人の住所及び氏名又は
名称 

元引受契
約の内容 

未定 

（注）１、２ 

売出価格等決定

日の株式会社東

京証券取引所に

おける当社普通

株式の終値（当

日に終値のない

場合は、その日

に先立つ直近日

の終値）に0.90

～1.00を乗じた

価格（１円未満

端数切捨て）を

仮条件としま

す。 

未定 

（注）１、

２ 

自 平成30年 

６月６日(水) 

至 平成30年 

６月７日(木) 

（注）３ 

100株 

１株に

つき売

出価格

と同一

の金額 

右記金融

商品取引

業者の本

店及び全

国各支店 

東京都千代田区丸の内二丁目
５番２号 
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社 
 

東京都中央区日本橋一丁目９
番１号 
野村證券株式会社 
 

東京都千代田区大手町一丁目
５番１号 
みずほ証券株式会社 

 
東京都千代田区丸の内三丁目
３番１号 
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

(注)４ 

 （注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条

件により需要状況を勘案した上で、平成30年５月30日（水）から平成30年６月５日（火）までの間の

いずれかの日（売出価格等決定日）に売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取

る１株当たりの売買代金）を決定いたします。 

今後、売出価格等（売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定された場合

は、売出価格等及び売出価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（引受人の買取引受けによる売

出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメント

による売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え

て売出価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び売出価格等の決定後から申込期間の末日までの期間

中のインターネット上の当社ウェブサイト（〔URL〕https://www.g-tekt.jp/ir/news/）（以下「新聞

等」という。）で公表いたします。ただし、売出価格等の決定に際し、売出価格等及び売出価格等の

決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂

正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 

なお、売出価格等が決定される前に目論見書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書

の訂正事項分が交付されます。 

２ 前記「１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受

価額とは異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

３ 株式の受渡期日は、平成30年６月13日（水）であります。 

申込期間及び受渡期日については、上記のとおり内定しておりますが、売出価格等決定日において正

式に決定する予定であります。 

なお、上記申込期間及び受渡期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。

当該需要状況の把握期間は、 長で平成30年５月28日（月）から平成30年６月５日（火）までを予定

しておりますが、実際の売出価格等の決定期間は、平成30年５月30日（水）から平成30年６月５日

（火）までを予定しております。 

したがいまして、 

① 売出価格等決定日が平成30年５月30日（水）の場合、申込期間は「自 平成30年５月31日（木） 

至 平成30年６月１日（金）」、受渡期日は「平成30年６月７日（木）」 
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② 売出価格等決定日が平成30年５月31日（木）の場合、申込期間は「自 平成30年６月１日（金） 

至 平成30年６月４日（月）」、受渡期日は「平成30年６月８日（金）」 

③ 売出価格等決定日が平成30年６月１日（金）の場合、申込期間は「自 平成30年６月４日（月） 

至 平成30年６月５日（火）」、受渡期日は「平成30年６月11日（月）」 

④ 売出価格等決定日が平成30年６月４日（月）の場合、申込期間は「自 平成30年６月５日（火） 

至 平成30年６月６日（水）」、受渡期日は「平成30年６月12日（火）」 

⑤ 売出価格等決定日が平成30年６月５日（火）の場合は、上記申込期間及び受渡期日のとおり、 

となりますのでご注意下さい。 

４ 元引受契約の内容 

買取引受けによります。 

引受手数料は支払われません。 

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。 

各金融商品取引業者の引受株式数 

 金融商品取引業者名 引受株式数 

 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 1,969,100株 

 野村證券株式会社 1,102,600株 

 みずほ証券株式会社 669,400株 

 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 196,800株 

５ 引受人の買取引受けによる売出しの共同主幹事会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会

社（事務主幹事会社兼単独ブックランナー）及び野村證券株式会社であります。 

６ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 

７ 申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。 

８ 申込証拠金には、利息をつけません。 

９ 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における

振替口座での振替えにより行われます。 
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】 

種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 

普通株式 393,800株 935,866,000 
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 

 （注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況

を勘案した上で、引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・ス

タンレー証券株式会社が当社株主から393,800株を上限として借入れる当社普通株式の売出しでありま

す。上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要

状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があり

ます。 

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別

記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 

今後、売出数が決定された場合は、売出価格等（売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び売出

価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、

オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額

の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて売出価格等決定日の翌日付の日本経済新聞

及び売出価格等の決定後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト

（〔URL〕https://www.g-tekt.jp/ir/news/）（新聞等）で公表いたします。ただし、売出価格等の決

定に際し、売出価格等及び売出価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容について

の訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 

なお、売出価格等が決定される前に目論見書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書

の訂正事項分が交付されます。 

２ 振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

３ 売出価額の総額は、平成30年５月11日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の

終値を基準として算出した見込額であります。 

 

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】 

売出価格
（円） 

申込期間 
申込 
単位 

申込証拠金 
（円） 

申込受付場所 
引受人の住所及び
氏名又は名称 

元引受契約の
内容 

未定 
（注）１ 

自 平成30年 
６月６日(水) 
至 平成30年 
６月７日(木) 
（注）１ 

100株 
１株につき
売出価格と
同一の金額 

三菱ＵＦＪモルガ
ン・スタンレー証券
株式会社の本店及び
全国各支店 

－ － 

 （注）１ 株式の受渡期日は、平成30年６月13日（水）であります。 

売出価格、申込期間及び受渡期日については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる

売出し）」において決定される売出価格、申込期間及び受渡期日とそれぞれ同一といたします。 

２ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 

３ 申込証拠金には、利息をつけません。 

４ 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における

振替口座での振替えにより行われます。 
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】 
 

１ オーバーアロットメントによる売出し等について 

 引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該売出しの事務主幹事会社で

ある三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から393,800株を上限として借入れる当社普通株

式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる

売出しの売出数は、393,800株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少

し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 

 なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会

社は、引受人の買取引受けによる売出しの対象となる株式とは別に、オーバーアロットメントによる売出しの

売出数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、

引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日を行使期限（以下「グ

リーンシューオプションの行使期限」という。（注））として上記当社株主から付与されます。 

 また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーア

ロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から引受人の買取引受けによる売出し及びオーバー

アロットメントによる売出しの受渡期日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。（注））、

上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返還を目的として、株式会社東京証券取引

所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シ

ンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が

シンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シ

ンジケートカバー取引期間内において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケート

カバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジ

ケートカバー取引を終了させる場合があります。 

 さらに、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバー

アロットメントによる売出しに伴い安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社

普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することがあります。 

 上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により取得して返還に充当後の残余の借入れ株式は、

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返還されま

す。 

 なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが

行われる場合の売出数については、売出価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出し

が行われない場合は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式

の借入れ、当該株主から三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与

及び株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引は行われません。 

 （注） グリーンシューオプションの行使期限及びシンジケートカバー取引期間は、 

① 売出価格等決定日が平成30年５月30日（水）の場合、グリーンシューオプションの行使期限は

「平成30年６月７日（木）」、シンジケートカバー取引期間は「平成30年６月２日（土）から平成

30年６月７日（木）までの間」 

② 売出価格等決定日が平成30年５月31日（木）の場合、グリーンシューオプションの行使期限は

「平成30年６月８日（金）」、シンジケートカバー取引期間は「平成30年６月５日（火）から平成

30年６月８日（金）までの間」 

③ 売出価格等決定日が平成30年６月１日（金）の場合、グリーンシューオプションの行使期限は

「平成30年６月11日（月）」、シンジケートカバー取引期間は「平成30年６月６日（水）から平成

30年６月11日（月）までの間」 

④ 売出価格等決定日が平成30年６月４日（月）の場合、グリーンシューオプションの行使期限は

「平成30年６月12日（火）」、シンジケートカバー取引期間は「平成30年６月７日（木）から平成

30年６月12日（火）までの間」 

⑤ 売出価格等決定日が平成30年６月５日（火）の場合、グリーンシューオプションの行使期限は

「平成30年６月13日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「平成30年６月８日（金）から平成

30年６月13日（水）までの間」 

となります。 
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２ ロックアップについて 

引受人の買取引受けによる売出しに関連して、当社株主である本田技研工業株式会社、菊池俊嗣、ＴＫホー

ルディングス株式会社、株式会社ケー・ピー及び高尾直宏は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に

対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終

了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の事前

の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。 

また、当社は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、三菱ＵＦＪモル

ガン・スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行又は処分、当社普通株

式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価

証券の発行等（ただし、株式分割による当社普通株式の発行、業績連動型株式報酬制度に基づく株式交付信託

を通じた株式の交付等を除く。）を行わない旨合意しております。 

 上記のいずれの場合においても、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社はロックアップ期間中で

あってもその裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 

 

３ 自己株式の取得について 

 当社は、平成30年５月22日（火）開催の取締役会において、株主還元を強化するとともに、引受人の買取引

受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う当社株式需給への影響を緩和する観点から、

当社普通株式につき、株式会社東京証券取引所における市場買付けにより、取得株式の総数500,000株、取得価

額の総額1,000,000,000円をそれぞれ上限とし、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメント

による売出しの受渡期日の翌営業日から平成30年12月７日（金）までの間を取得期間（注）として、自己株式

（当社普通株式）の取得に関する事項を決議しております。なお、市場動向等により一部又は全部の取得が行

われない可能性があります。 

（注）自己株式の取得期間は、 

① 売出価格等決定日が平成30年５月30日（水）の場合、「平成30年６月８日（金）から平成30年12月７

日（金）までの間」 

② 売出価格等決定日が平成30年５月31日（木）の場合、「平成30年６月11日（月）から平成30年12月７

日（金）までの間」 

③ 売出価格等決定日が平成30年６月１日（金）の場合、「平成30年６月12日（火）から平成30年12月７

日（金）までの間」 

④ 売出価格等決定日が平成30年６月４日（月）の場合、「平成30年６月13日（水）から平成30年12月７

日（金）までの間」 

⑤ 売出価格等決定日が平成30年６月５日（火）の場合、「平成30年６月14日（木）から平成30年12月７

日（金）までの間」 

となります。 

 

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】 
  

該当事項はありません。 

 

 

第二部【公開買付けに関する情報】 
  

該当事項はありません。 
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第三部【参照情報】 

 
第１【参照書類】 

 

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類

を参照すること。 

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】 

 事業年度 第６期（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）平成29年６月23日関東財務局長に提出 

 

２【四半期報告書又は半期報告書】 

 事業年度 第７期第１四半期（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）平成29年８月10日関東財務

局長に提出 

 

３【四半期報告書又は半期報告書】 

 事業年度 第７期第２四半期（自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日）平成29年11月10日関東財務

局長に提出 

 

４【四半期報告書又は半期報告書】 

 事業年度 第７期第３四半期（自 平成29年10月１日 至 平成29年12月31日）平成30年２月９日関東財務

局長に提出 

 

５【臨時報告書】 

 １の有価証券報告書提出後、平成30年５月22日までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成29年６月29日に関東財務局長

に提出 

 
６【臨時報告書】 

 １の有価証券報告書提出後、平成30年５月22日までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を平成30年５月16日に関東財務局長に提

出 
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第２【参照書類の補完情報】 
 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記

載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、平成30年５月22日までの間におい

て生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は、当該有価証券報告書等の「事業等のリスク」を一括し

て記載したものであります。 

なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、平成30年５月22日

現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。また、当該有価証

券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。 

 

［事業等のリスク］ 

 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関連する事項のうち、当社グループの財政状態及び経

営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のあることを認識しております。 

 なお、以下に記載している将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成29年６月23日）現在において当

社グループが判断したものであります。 

(1) 市場環境の変化について 

当社グループは、日本、北米、中国及びその他のアジア地域、南米、欧州と、世界各国において事業を展開

しております。また、当社グループは、現地の完成車メーカー及び関連部品メーカーに対し製品を供給してお

り、これらの市場における経済の低迷や税制・物価等の動向による消費者の購買意欲の低下は、自動車の販売

低下につながり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

(2) 特定の販売先への高い依存度について 

当社グループは、本田技研工業株式会社が総議決権の20％以上を所有しており、同社は当社のその他の関係

会社に該当している他、連結売上高の概ね7割を本田技研工業株式会社及びそのグループ会社が占めております。

同社とは、資本的関係及び継続的かつ安定した取引上の関係にあり、新機種の開発・企画段階から参画し開

発・量産提案を通じて顧客ニーズに即した製品開発に努めています。同社からのさらなる受注拡大に努めると

ともに、同社以外への販路拡大を推進してまいりますが、同社グループの国内外における生産及び販売の動向、

事業戦略や購買方針等により当社グループの業績は大きな影響を受ける可能性があります。 

 

(3) 海外事業について 

当社グループは、海外において積極的な事業展開を図っております。これらの国、地域においては、予期す

ることのできない法律又は諸規制の決定又は変更、各国間の制度・法令の相違、政府による外貨規制・投資政

策・関税政策など諸政策の発動、政治経済情勢の変化、賃金水準上昇等の社会・労働環境の変化等の要因によ

り材料や部品の調達、生産、販売に遅延や停止を生じる可能性があります。このような事態が生じた場合には、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

(4) 競合、価格競争について 

当社グループには、事業展開にあたり、多くの競合他社との競合・価格競争にさらされる状況にあります。

当社グループは、地域ごとに異なる顧客ニーズを的確に捉え、価格競争力のある開発提案を行い、常に顧客に

必要とされる製品を提供することで、競争力の向上に努めておりますが、今後も市場シェアを維持・獲得でき

る保証はありません。 
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(5) 為替変動について 

当社グループは、海外において子会社等によって現地生産を行っているほか、海外の販売先に対し金型・治

工具等の生産設備を販売するなど、一部の製品及び部品等を輸出しております。為替予約などの手段で為替リ

スクの軽減を図っておりますが、急激又は大幅な為替変動により当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。 

 

(6) 新技術について 

当社グループは、車体部品及びトランスミッション部品の研究開発活動に注力しております。しかし、顧客

ニーズの変化を予測できず、魅力ある新製品を開発できない場合や適時に提供できない場合、想定よりも需要

が伸びなかった場合には、将来の成長と収益性を低下させ、投資負担が当社グループの財政状態又は業績に影

響を与える可能性があります。 

また、当社グループの取扱分野において新素材の普及が進んだ場合には、当社グループの製品と競合するこ

ととなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

(7) 災害、戦争、テロ、ストライキ、電力使用制限等の影響について 

当社グループは、国内外において工場を設け、プレス、溶接加工等の生産設備を活用し、現地で従業員を採

用し、自動車部品の生産、販売を行っております。大地震、洪水、津波、竜巻などの自然災害、感染症などの

疾病の流行、戦争及びテロ、大衆運動、現地従業員のストライキ等の労働問題、電力やエネルギーの使用制限

などに影響される可能性があります。これらが発生した場合には、原材料や部品の調達、生産、販売に遅延や

停止を生じる可能性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

(8) 製品の欠陥について 

当社グループは、関連法規を遵守し、国際的な品質管理基準に従って設計・製造を行ない、品質向上に努め

ております。しかし、全ての製品に欠陥が無く、将来の損失発生がないとの保証はありません。欠陥の内容に

よってはコストの発生や当社グループ評価に重大な影響を与え、当社グループの財政状態及び業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

(9) 部分品・購入品の調達について 

当社グループは、主要な部分品・購入品の調達については、当社グループ内外の特定の仕入先に依存してお

ります。このため、特定の仕入先の操業が停止するなどにより、仕入れができない状況が発生した場合は、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】 
 

株式会社ジーテクト 本店 

（埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 
 
第四部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 

 
 
第五部【特別情報】 

  

該当事項はありません。 
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「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 

 

会社名 株式会社ジーテクト 

代表者の役職氏名 代表取締役社長 社長執行役員  高尾 直宏 

 

１ 当社は１年間継続して有価証券報告書を提出しております。 

 

２ 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。 

 

３ 当社の発行済株券は、３年平均上場時価総額が250億円以上であります。 

     77,626百万円 

 

（参考） 

 （平成28年３月31日の上場時価総額） 

 東京証券取引所に

おける 終価格 

 
発行済株式総数  

 

 1,286円 × 43,931,260株 ＝ 56,495百万円 

      

 （平成29年３月31日の上場時価総額） 

 東京証券取引所に

おける 終価格 

 
発行済株式総数  

 

 1,967円 × 43,931,260株 ＝ 86,412百万円 

  

 （平成30年３月30日の上場時価総額） 

 東京証券取引所に

おける 終価格 

 
発行済株式総数  

 

 2,048円 × 43,931,260株 ＝ 89,971百万円 

 

（注）平成30年３月31日は取引休業日であるため、その直前取引日である平成30年３月30日の株式会社東京証券取

引所における 終価格で計算しております。 
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 
 

１ 事業内容の概要 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、平成 30 年３月 31 日現在、当社及び連結子会社 20 社及び持分法適

用関連会社１社により構成され、日本、北米、欧州、アジア、中国、南米における自動車用車体部品及び駆動系の

トランスミッション部品並びに車体部品の製造に必要な金型・治工具等の製造・販売を主な事業内容としておりま

す。 

 国内得意先向けには当社が製造・販売し、海外得意先向けには北米、欧州、アジア、中国、南米において現地の

子会社及び関連会社が当社からの技術援助を受けるとともに、当社より金型・治工具等の生産設備、G-TEKT 

(Thailand) Co., Ltd.及び Auto Parts Alliance (China) Ltd.より金型の生産設備の供給を受け、自動車部品の製

造・販売を行っております。 
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［事業系統図］ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

当
社 

海
外
得
意
先
グ
ル
ー
プ 

連結子会社 ７社 
・アメリカ（５社） 

Jefferson Industries Corporation 
Jefferson Southern Corporation 
Austin Tri-Hawk Automotive, Inc. 
G-TEKT America Corporation 
G-TEKT North America Corporation 

・カナダ（１社） 
Jefferson Elora Corporation 

・メキシコ（１社） 
G-TEKT MEXICO CORP.S.A. DE C.V. 

持分法適用関連会社 １社 
・メキシコ（１社） 

G-ONE AUTO PARTS DE MEXICO,S.A. DE C.V. 

［北米］ 

連結子会社 ３社 
・イギリス（１社） 

G-TEKT Europe Manufacturing Ltd. 
・スロバキア（１社） 

G-TEKT Slovakia, s.r.o. 
 

 
・ドイツ（１社） 

G-TEKT (Deutschland) GmbH. 
 

［欧州］ 

連結子会社 ５社 
・タイ（３社） 

G-TEKT (Thailand) Co., Ltd. 
G-TEKT Eastern Co., Ltd. 
Thai G&B Manufacturing Ltd. 

・インド（１社） 
G-TEKT India Private Ltd. 

・インドネシア（１社） 
PT.G-TEKT Indonesia Manufacturing 

［アジア］ 

連結子会社 ３社 
・中国（３社） 

Auto Parts Alliance (China) Ltd. 
Wuhan Auto Parts Alliance Co., Ltd. 
Conghua K&S Auto Parts Co., Ltd. 

［中国］ 

連結子会社 １社 
・ブラジル（１社） 

G-KT do Brasil Ltda. 

［南米］ 

製品 

原材料 

生産設備 
技術援助 

ロイヤリティ 

生産設備 
技術援助 

ロイヤリティ 

情報提供 

生産設備 
技術援助 

ロイヤリティ 
部品 

生産設備 
技術援助 

ロイヤリティ 
部品 

生産設備 
技術援助 

ロイヤリティ 

製品 

原材料 

製品 

原材料 

製品 

原材料 

製品 

原材料 

製品 

原材料 

・本田技研工業株式会社 

・その他の得意先 
国内得意先 

（注）１ 連結子会社G-TEKT North America Corporationは、R&Dとしての役割も担っております。 

   ２ 連結子会社Global Auto-Parts Alliance India Private Ltd.は、清算中であり、上記事業系統図には

含めておりません。 
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２ 主要な経営指標等の推移 
 (1) 連結経営指標等 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月 

売上高 (百万円) 154,518 181,517 193,769 220,731 206,072 

経常利益 (百万円) 11,815 13,852 8,983 11,382 14,430 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
(百万円) 7,537 8,020 4,652 7,559 9,706 

包括利益 (百万円) 15,999 21,124 16,445 706 6,030 

純資産額 (百万円) 80,487 100,599 116,044 114,775 119,340 

総資産額 (百万円) 144,752 194,495 227,690 215,285 208,584 

１株当たり 

純資産額 
(円) 1,664.22 2,076.61 2,385.72 2,371.99 2,461.76 

１株当たり当期 

純利益金額 
(円) 179.05 182.76 106.01 172.93 222.46 

潜在株式調整後 

１株当たり当期 

純利益金額 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 50.5 46.9 46.0 48.1 51.5 

自己資本利益率 (％) 11.9 9.8 4.8 7.3 9.2 

株価収益率 (倍) 7.0 7.0 10.2 7.4 8.8 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 18,860 21,423 16,562 31,771 32,174 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △22,150 △29,858 △36,792 △21,420 △14,601 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 34 9,843 13,419 △7,944 △14,809 

現金及び現金 

同等物の期末残高 
(百万円) 13,126 16,117 11,221 14,604 18,189 

従業員数 

(外、平均臨時 

雇用者数) 

(人) 
6,683 7,305 7,543 7,588 7,731 

（1,705) (1,367) (1,244) (1,352) (1,603) 

(注) １．売上高には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。 

３．平成26年４月１日付けで普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。そのため、第２期の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定し

ております。 

４．第５期、第６期の純資産額には、当社役員への業績連動型株式報酬として信託が保有する当社株式が自

己株式として計上されております。また、同期間の１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎となる普

通株式の期中平均株式数は、当該株式を控除対象の自己株式に含めて算出しております。 
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 (2) 提出会社の経営指標等 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月 

売上高 (百万円) 48,966 50,012 55,859 53,281 52,772 

経常利益 (百万円) 4,836 5,040 4,558 4,300 4,007 

当期純利益 (百万円) 3,432 3,637 3,285 3,542 3,371 

資本金 (百万円) 4,656 4,656 4,656 4,656 4,656 

発行済株式総数 (株) 21,965,630 21,965,630 43,931,260 43,931,260 43,931,260 

純資産額 (百万円) 57,692 60,898 63,916 65,307 67,338 

総資産額 (百万円) 92,673 109,508 114,769 113,806 111,373 

１株当たり 

純資産額 
(円) 1,314.57 1,387.63 1,456.39 1,497.04 1,543.28 

１株当たり配当額 

(うち、１株当たり 

中間配当額) 

(円) 
34.00 40.00 24.00 32.00 36.00 

(16.00) (18.00) (11.00) (15.00) (18.00) 

１株当たり当期 

純利益金額 
(円) 81.53 82.89 74.87 81.03 77.27 

潜在株式調整後 

１株当たり当期 

純利益金額 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 62.3 55.6 55.7 57.4 60.5 

自己資本利益率 (％) 6.4 6.1 5.3 5.5 5.1 

株価収益率 (倍) 15.5 15.5 14.5 15.9 25.5 

配当性向 (％) 20.9 24.1 32.1 39.5 46.6 

従業員数 

(外、平均臨時 

雇用者数) 

(人) 
1,078 1,157 1,195 1,189 1,181 

(216) (297) (348) (338) (352) 

(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。 

３．平成26年４月１日付けで普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。そのため、第２期の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定し

ております。 

４．第５期、第６期の純資産額には、当社役員への業績連動型株式報酬として信託が保有する当社株式が自

己株式として計上されております。また、同期間の１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎となる普

通株式の期中平均株式数は、当該株式を控除対象の自己株式に含めて算出しております。 
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第７期連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）の業績の概要 

 

 平成 30 年５月 10 日開催の取締役会で承認され、公表された第７期連結会計年度（自 平成 29 年４月１日 至 

平成 30 年３月 31 日）の連結財務諸表は以下のとおりであります。 

 この連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 51 年大蔵省令第 28 号）

に基づいて作成しております。 

 ただし、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査を終了しておりませんので、監査報

告書は受領しておりません。 

 なお、この連結財務諸表の金額については百万円単位とし、単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表 

 （単位：百万円）

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,606 21,530 

受取手形及び売掛金 27,395 30,777 

製品 857 1,089 

仕掛品 14,141 16,266 

原材料 2,555 2,443 

貯蔵品 804 897 

繰延税金資産 1,140 859 

その他 4,334 5,748 

流動資産合計 69,836 79,611 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 78,071 82,322 

減価償却累計額 △30,488 △32,158 

建物及び構築物（純額） 47,583 50,164 

機械装置及び運搬具 133,330 136,281 

減価償却累計額 △94,954 △99,558 

機械装置及び運搬具（純額） 38,375 36,723 

工具、器具及び備品 122,015 128,458 

減価償却累計額 △104,244 △111,978 

工具、器具及び備品（純額） 17,771 16,479 

土地 10,669 12,203 

建設仮勘定 11,045 16,530 

有形固定資産合計 125,446 132,101 

無形固定資産 2,685 2,782 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,210 7,706 

繰延税金資産 1,725 2,167 

その他 698 714 

貸倒引当金 △19 △19 

投資その他の資産合計 10,616 10,568 

固定資産合計 138,747 145,452 

資産合計 208,584 225,064 
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 （単位：百万円）

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,086 20,043 

短期借入金 13,670 20,102 

1年内返済予定の長期借入金 8,241 12,864 

未払金 7,914 8,864 

未払法人税等 865 1,633 

賞与引当金 1,066 1,109 

その他 6,093 5,337 

流動負債合計 55,938 69,955 

固定負債   

長期借入金 24,927 17,504 

退職給付に係る負債 1,579 1,438 

役員株式給付引当金 246 394 

繰延税金負債 3,148 2,378 

その他 3,403 2,889 

固定負債合計 33,304 24,605 

負債合計 89,243 94,561 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,656 4,656 

資本剰余金 23,657 23,657 

利益剰余金 68,625 78,543 

自己株式 △358 △352 

株主資本合計 96,581 106,504 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,095 1,434 

繰延ヘッジ損益 △30 69 

為替換算調整勘定 8,952 10,211 

退職給付に係る調整累計額 △183 △20 

その他の包括利益累計額合計 10,833 11,694 

非支配株主持分 11,925 12,303 

純資産合計 119,340 130,502 

負債純資産合計 208,584 225,064 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

 （単位：百万円）

 

 前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

 当連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

売上高 206,072 219,849 

売上原価 178,641 192,068 

売上総利益 27,431 27,781 

販売費及び一般管理費 13,029 13,509 

営業利益 14,402 14,272 

営業外収益   

受取利息 203 232 

受取配当金 163 170 

持分法による投資利益 660 757 

作業くず売却益 94 125 

助成金収入 101 83 

その他 174 148 

営業外収益合計 1,396 1,518 

営業外費用   

支払利息 881 790 

為替差損 432 327 

その他 53 65 

営業外費用合計 1,368 1,183 

経常利益 14,430 14,606 

特別利益   

固定資産売却益 33 27 

投資有価証券売却益 79 1,050 

特別利益合計 113 1,077 

特別損失   

固定資産売却損 1 0 

固定資産除却損 71 － 

投資有価証券売却損 0 － 

特別損失合計 73 0 

税金等調整前当期純利益 14,471 15,684 

法人税、住民税及び事業税 3,132 4,238 

法人税等調整額 559 △691 

法人税等合計 3,691 3,546 

当期純利益 10,779 12,137 

非支配株主に帰属する当期純利益 1,073 605 

親会社株主に帰属する当期純利益 9,706 11,532 
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（連結包括利益計算書） 

 （単位：百万円）

 

 前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

 当連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当期純利益 10,779 12,137 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 253 △660 

繰延ヘッジ損益 △30 99 

為替換算調整勘定 △5,033 1,394 

退職給付に係る調整額 83 163 

持分法適用会社に対する持分相当額 △22 △74 

その他の包括利益合計 △4,749 921 

包括利益 6,030 13,059 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 5,148 12,393 

非支配株主に係る包括利益 881 665 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

（単位：百万円）

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 4,656 23,657 60,141 △370 88,085 

当期変動額      

剰余金の配当   △1,527  △1,527 

親会社株主に帰属する当期純利益   9,706  9,706 

自己株式の取得    △0 △0 

自己株式の処分    12 12 

連結範囲の変動   △4  △4 

連結子会社の決算期変更に伴う増

減 
  309  309 

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
     

当期変動額合計 － － 8,484 12 8,496 

当期末残高 4,656 23,657 68,625 △358 96,581 

 

 その他の包括利益累計額 

非支配株主

持分 
純資産合計 

 
その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 
為替換算調

整勘定 

退職給付に

係る調整累

計額 

その他の包

括利益累計

額合計 

当期首残高 1,841 － 13,816 △266 15,391 11,299 114,775 

当期変動額        

剰余金の配当       △1,527 

親会社株主に帰属する当期純利益       9,706 

自己株式の取得       △0 

自己株式の処分       12 

連結範囲の変動       △4 

連結子会社の決算期変更に伴う増

減 
      309 

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
253 △30 △4,864 83 △4,557 626 △3,931 

当期変動額合計 253 △30 △4,864 83 △4,557 626 4,565 

当期末残高 2,095 △30 8,952 △183 10,833 11,925 119,340 

 



 

 

― 23 ― 

当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） 

（単位：百万円）

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 4,656 23,657 68,625 △358 96,581 

当期変動額      

剰余金の配当   △1,614  △1,614 

親会社株主に帰属する当期純利益   11,532  11,532 

自己株式の取得    △0 △0 

自己株式の処分    5 5 

連結範囲の変動   －  － 

連結子会社の決算期変更に伴う増

減 
  －  － 

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
     

当期変動額合計 － － 9,917 5 9,923 

当期末残高 4,656 23,657 78,543 △352 106,504 

 

 その他の包括利益累計額 

非支配株主

持分 
純資産合計 

 
その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 
為替換算調

整勘定 

退職給付に

係る調整累

計額 

その他の包

括利益累計

額合計 

当期首残高 2,095 △30 8,952 △183 10,833 11,925 119,340 

当期変動額        

剰余金の配当       △1,614 

親会社株主に帰属する当期純利益       11,532 

自己株式の取得       △0 

自己株式の処分       5 

連結範囲の変動       － 

連結子会社の決算期変更に伴う増

減 
      － 

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△660 99 1,259 163 861 377 1,238 

当期変動額合計 △660 99 1,259 163 861 377 11,162 

当期末残高 1,434 69 10,211 △20 11,694 12,303 130,502 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：百万円）

 

 前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

 当連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 14,471 15,684 

減価償却費 21,289 19,739 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 97 73 

賞与引当金の増減額（△は減少） 92 43 

受取利息及び受取配当金 △366 △403 

支払利息 881 790 

持分法による投資損益（△は益） △660 △757 

投資有価証券売却損益（△は益） △79 △1,050 

固定資産除売却損益（△は益） 39 △27 

売上債権の増減額（△は増加） △1,307 △3,702 

たな卸資産の増減額（△は増加） △775 △4,555 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,105 2,133 

未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) 1,189 △999 

前受金の増減額（△は減少） △1,435 △579 

未払金の増減額（△は減少） 847 1,373 

その他 729 707 

小計 36,120 28,471 

利息及び配当金の受取額 342 425 

利息の支払額 △926 △797 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,361 △3,649 

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,174 24,448 
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 （単位：百万円）

 

 前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

 当連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － △3,306 

有形固定資産の取得による支出 △14,206 △24,479 

有形固定資産の売却による収入 154 34 

無形固定資産の取得による支出 △448 △364 

投資有価証券の取得による支出 △225 △116 

投資有価証券の売却による収入 139 1,403 

その他 △15 19 

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,601 △26,809 

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） △7,489 6,564 

長期借入れによる収入 7,392 6,000 

長期借入金の返済による支出 △12,252 △8,544 

割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済に

よる支出 
△677 △614 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △1,527 △1,614 

非支配株主への配当金の支払額 △255 △288 

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,809 1,502 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △961 325 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,801 △532 

現金及び現金同等物の期首残高 14,604 18,189 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 39 － 

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少） 
1,743 － 

現金及び現金同等物の期末残高 18,189 17,657 
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（５）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。 

 

（セグメント情報等） 

ａ．セグメント情報 

１ 報告セグメントの概要 

 当社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、経営資源の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

いるものであります。 

 当社グループは、車体プレス部品、厚物精密プレス部品等の輸送用機器部品の製造・販売を主な

事業としている専門メーカーであり、国内においては当社が、海外においては北米、欧州、アジア、

中国、南米の各現地法人がそれぞれ製造・販売しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単

位であり、取り扱う製品について各地域毎に、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されてお

り、「日本」、「北米」、「欧州」、「アジア」、「中国」及び「南米」の６つを報告セグメント

としております。 

 また、当連結会計年度より、新たに設立したG-TEKT Slovakia, s.r.o.を連結の範囲に含め、新た

に「欧州」セグメントに加えております。 

 

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されているセグメントの会計の処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と概ね同一であります。 

 セグメント間の内部売上高又は振替高は市場価格に基づいております。 
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

（単位：百万円）

 報告セグメント 
合計 

 日本 北米 欧州 アジア 中国 南米 

売上高        

外部顧客への売上高 40,240 77,692 16,692 34,674 31,220 5,552 206,072 

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
12,532 787 223 559 821 － 14,924 

計 52,772 78,479 16,915 35,234 32,041 5,552 220,996 

セグメント利益 1,558 3,552 2,461 3,890 2,614 253 14,331 

セグメント資産 115,791 54,977 12,835 45,662 34,308 5,163 268,737 

セグメント負債 44,404 22,879 2,469 10,267 14,262 1,075 95,359 

その他の項目        

減価償却費 7,619 4,402 590 4,122 4,431 345 21,511 

持分法適用会社への投

資額 
3,053 － － － － － 3,053 

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
6,638 6,774 633 3,132 2,678 101 19,958 

 

当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） 

（単位：百万円）

 報告セグメント 
合計 

 日本 北米 欧州 アジア 中国 南米 

売上高        

外部顧客への売上高 40,122 79,907 15,453 38,993 38,389 6,983 219,849 

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
10,987 630 399 558 1,930 5 14,512 

計 51,109 80,538 15,853 39,551 40,319 6,989 234,362 

セグメント利益 1,445 1,758 2,541 4,102 4,135 297 14,280 

セグメント資産 120,994 57,942 16,698 47,999 38,613 4,910 287,158 

セグメント負債 45,337 26,768 3,586 10,040 15,584 846 102,163 

その他の項目        

減価償却費 6,477 4,882 391 4,065 3,766 382 19,965 

持分法適用会社への投

資額 
3,053 － － － － － 3,053 

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
10,527 5,091 2,595 2,729 4,836 165 25,945 

 



 

 

― 28 ― 

  ４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 220,996 234,362 

セグメント間取引消去等 △14,924 △14,512 

連結財務諸表の売上高 206,072 219,849 

 

 （単位：百万円）

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 14,331 14,280 

セグメント間取引消去等 70 △8 

連結財務諸表の営業利益 14,402 14,272 

 

 （単位：百万円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 268,737 287,158 

セグメント間取引消去等 △60,153 △62,094 

連結財務諸表の資産合計 208,584 225,064 

  （単位：百万円）

負債 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 95,359 102,163 

セグメント間取引消去等 △6,116 △7,602 

連結財務諸表の負債合計 89,243 94,561 

 

（単位：百万円） 

その他の項目 

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

減価償却費 21,511 19,965 △221 △226 21,289 19,739 

持分法適用会社への投資額 3,053 3,053 △392 290 2,661 3,344 

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
19,958 25,945 △4,721 △1,580 15,236 24,365 
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（１株当たり情報） 

 １株当たり純資産額並びに１株当たり当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。 

項目 
前連結会計年度 

（平成29年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成30年３月31日） 

(1）１株当たり純資産額 2,461円76銭 2,708円64銭 

 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成28年４月１日 

至 平成29年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成29年４月１日 

至 平成30年３月31日） 

(2）１株当たり当期純利益金額 222円46銭 264円28銭 

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する当期純利益 

（百万円） 
9,706 11,532 

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当

期純利益（百万円） 
9,706 11,532 

期中平均株式数（株） 43,631,488 43,636,994 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当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。 

２．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益金額

の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算

定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。 

１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度254,998

株、当連結会計年度249,348株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数

は、前連結会計年度252,787株、当連結会計年度248,309株であります。 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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第７期事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）の業績の概要 

 

 平成30年５月22日開催の取締役会において承認された第７期事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３

月31日）の計算書類は以下のとおりであります。 

 この計算書類は会社法の規定に基づくものであり、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

和 38 年大蔵省令第 59 号）に基づいて作成した金融商品取引法の規定により提出される財務諸表ではなく、また、

金融商品取引法第 193 条の２第１項に基づく監査法人の監査はなされておりません。 

 なお、この計算書類の金額については百万円単位とし、単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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計算書類 
 

貸借対照表 (平成30年３月31日現在) (単位：百万円)

 
科目 金額  科目 金額 

 資産の部 

流動資産 

現金及び預金 

受取手形 

売掛金 

製品 

仕掛品 

原材料 

貯蔵品 

前払金 

繰延税金資産 

未収入金 

短期貸付金 

その他 

固定資産 

有形固定資産 

建物 

構築物 

機械及び装置 

車両及び運搬具 

工具、器具及び備品 

土地 

建設仮勘定 

無形固定資産 

借地権 

ソフトウェア 

電話加入権 

投資その他の資産 

投資有価証券 

関係会社株式 

関係会社長期貸付金 

繰延税金資産 

その他 

貸倒引当金 
 

  

(22,103) 

2,025 

929 

8,252 

163 

5,572 

226 

521 

55 

402 

2,457 

484 

1,012 

(94,551) 

37,404 

11,054 

342 

5,900 

152 

5,650 

7,653 

6,650 

1,321 

80 

1,232 

8 

55,825 

563 

52,439 

1,497 

883 

460 

△19 
 

 負債の部  

 流動負債 (28,083) 

 買掛金 4,156 

 短期借入金 8,300 

 1年以内返済予定長期借入金 10,227 

 未払金 2,695 

 前受金 736 

 未払費用 249 

 未払法人税等 627 

 預り金 213 

 賞与引当金 873 

 その他 1 

 固定負債 (17,120) 

 長期借入金 14,833 

 退職給付引当金 961 

 役員株式給付引当金 394 

 資産除去債務 271 

 その他 659 

 負債合計 45,203 

 純資産の部  

 株主資本 (69,947) 

 資本金 4,656 

 資本剰余金 23,657 

資本準備金 23,333 

その他資本剰余金 323 

 利益剰余金 41,986 

利益準備金 369 

その他利益剰余金 41,617 

買換資産積立金 23 

特別償却準備金 377 

別途積立金 10,800 

繰越利益剰余金 30,415 

 自己株式 △352 

 評価・換算差額等 (1,503) 

 その他有価証券評価差額金 1,434 

 繰延ヘッジ損益 69 

 純資産合計 71,451 

資産合計 116,655  負債・純資産合計 116,655 
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  損益計算書 (平成29年４月１日から平成30年３月31日まで) (単位：百万円)

 
科目 金額 

売上高  51,109 

売上原価  42,906 

売上総利益  8,203 

販売費及び一般管理費  6,751 

営業利益  1,451 

営業外収益   

受取利息 113  

受取配当金 4,860  

作業くず売却益 114  

その他 116 5,204 

営業外費用   

支払利息 133  

為替差損 202  

その他 35 372 

経常利益  6,284 

特別利益   

固定資産売却益 1  

投資有価証券売却益 1,050 1,051 

特別損失   

固定資産売却損 0 0 

税引前当期純利益  7,335 

法人税、住民税及び事業税 1,133  

法人税等調整額 △67 1,066 

当期純利益  6,269 
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  株主資本等変動計算書 (平成29年４月１日から平成30年３月31日まで) (単位：百万円)
 

 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

当期首残高 4,656 23,333 323 23,657 

当期変動額     

剰余金の配当     

買換資産積立金の取

崩 
    

特別償却準備金の取

崩 
    

当期純利益     

自己株式の取得     

自己株式の処分     

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

    

当期変動額合計 ― ― ― ― 

当期末残高 4,656 23,333 323 23,657 

 

 

 

株主資本 

利益剰余金 

利益準備金 
その他利益剰余金 

利益剰余金合計 
買換資産積立金 特別償却準備金 別途積立金 繰越利益剰余金 

当期首残高 369 24 471 10,800 25,665 37,330 

当期変動額       

剰余金の配当     △1,614 △1,614 

買換資産積立金の取

崩 
 △1   1 ― 

特別償却準備金の取

崩 
  △94  94 ― 

当期純利益     6,269 6,269 

自己株式の取得       

自己株式の処分       

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

      

当期変動額合計 ― △1 △94 ― 4,750 4,655 

当期末残高 369 23 377 10,800 30,415 41,986 
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(単位：百万円)

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

その他有価証券 

評価差額金 繰延ヘッジ損益 
評価・換算 

差額等合計 

当期首残高 △358 65,286 2,095 △42 2,052 67,338 

当期変動額       

剰余金の配当  △1,614    △1,614 

買換資産積立金の取

崩 
 ―    ― 

特別償却準備金の取

崩 
 ―    ― 

当期純利益  6,269    6,269 

自己株式の取得 △0 △0    △0 

自己株式の処分 5 5    5 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

  △660 112 △548 △548 

当期変動額合計 5 4,661 △660 112 △548 4,112 

当期末残高 △352 69,947 1,434 69 1,503 71,451 
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注記事項 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

① 子会社株式及び関連会社株式  移動平均法による原価法 

② その他有価証券 

時価のあるもの        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの        移動平均法による原価法 

③ デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法 

時価法 

④ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品及び仕掛品        総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定） 

一部の製品及び仕掛品については、個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

原材料            先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

貯蔵品            先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産         定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物        ３年～50年 

機械及び装置    ２年～17年 

工具、器具及び備品 ２年～18年 

② 無形固定資産         ソフトウェア（自社利用）の減価償却の方法は、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によっております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリー

ス資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

(3) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金          債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

② 賞与引当金          従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

③ 退職給付引当金 

イ．退職給付見込額の期間

帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 

ロ．数理計算上の差異の費

用処理方法 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

④ 役員株式給付引当金      株式交付規程に基づく当社の取締役等への当社株式の交付に備えるため、

期末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 
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(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

① 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

② ヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法      原則として繰延ヘッジ処理によっております。 

なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に特例

処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっており

ます。 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象   ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。 

ａ．ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権 

ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金変動金利 

ハ．ヘッジ方針         デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規程に

基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッジし

ております。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法   ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価しております。 

ただし、振当処理の要件を満たしている為替予約及び特例処理の要件を満

たしている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

③ 消費税等の会計処理      消費税等（消費税及び地方消費税）の会計処理は、税抜方式を採用してお

ります。 

 

２．会計方針の変更 

該当事項はありません。 

 

３．追加情報 

業績連動型株式報酬に関する自己株式取得について 

 当社は、取締役（社外取締役を除く。）ならびに当社と委任契約を締結している執行役員（以下「取締役等」

という。）に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 

① 取引の概要 

 当社は、取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を

高めることを目的とし、当社の株式価値との連動性が高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度（以

下「本制度」という。）を導入しております。 

 本制度は、平成28年３月末日で終了する事業年度から平成30年３月末で終了する事業年度までの３事業年度

において在任する取締役等に対する報酬として、当社が金員を拠出して設定した信託が取引所市場を通じて当

社株式を取得のうえ、当該株式を一定の要件を満たす取締役に対し、その役位、業績等に応じて交付する株式

報酬制度です。 

② 信託に残存する自社の株式 

 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当事業年度において、それぞれ330百

万円、248千株であります。 
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４．貸借対照表に関する注記 

(1) 資産から直接控除した減価償却累計額 

建物 12,562百万円 

構築物 1,428百万円 

機械及び装置 21,464百万円 

車両及び運搬具 556百万円 

工具、器具及び備品 51,800百万円 

 

(2) 債務保証 

 次の子会社及び関連会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。 

G-TEKT MEXICO CORP. S.A. DE C.V. 1,224百万円 

G-ONE AUTO PARTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 604百万円 

PT.G-TEKT Indonesia Manufacturing 892百万円 

 

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

① 短期金銭債権 8,929百万円 

② 短期金銭債務 3,149百万円 

③ 長期金銭債権 1,497百万円 

 

５．損益計算書に関する注記 

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額 

① 営業取引 

売上高 33,348百万円 

仕入高 11,016百万円 

その他 804百万円 

② 営業取引以外の取引 

受取利息 112百万円 

受取配当金 4,789百万円 

その他 40百万円 

 

６．株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の数に関する事項 

 
株 式 の 種 類 

当事業年度期首の 

株式数 
当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数 

普 通 株 式 297,672株 120株 4,478株 293,314株 

 （注）１．増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買い取りによる増加 120株 

２．減少数の内訳は、次のとおりであります。 

信託による自社の株式の交付による減少 4,478株 
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７．税効果会計に関する注記 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（流動）  

繰延税金資産  

未払事業税否認 65百万円 

賞与引当金損金算入限度超過額 266百万円 

固定資産税 29百万円 

その他 45百万円 

繰延税金資産小計 406百万円 

評価性引当額 △3百万円 

繰延税金資産合計 402百万円 

（固定）  

繰延税金資産  

減価償却費損金算入限度超過額 312百万円 

退職給付引当金損金算入限度超過額 292百万円 

関係会社株式評価損 1,159百万円 

その他 558百万円 

繰延税金資産小計 2,322百万円 

評価性引当額 △358百万円 

繰延税金資産合計 1,964百万円 

繰延税金負債  

買換資産圧縮積立金 10百万円 

特別償却準備金 165百万円 

その他有価証券評価差額金 875百万円 

その他 29百万円 

繰延税金負債合計 1,081百万円 

繰延税金資産（負債）の純額 883百万円 

 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 30.7％ 

（調整）  

交際費等永久に損金算入されない項目 0.9％ 

受取配当金益金不算入 △0.1％ 

海外子会社受取配当金益金不算入 △18.5％ 

外国税額控除 2.5％ 

均等割 0.4％ 

評価性引当額 0.2％ 

その他 △1.5％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 14.5％ 
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８．関連当事者との取引に関する注記 

(1) 親会社及び法人主要株主等 
 

属性 会社等の名称 

資本金 

又 は 

出資金 

(百万円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等 

の 所 有 

(被所有) 

割合(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 
役員の 

兼任等 

（人） 

事業上 

の関係 

その他

の 

関係会

社 

本田技研工業

㈱ 
86,067 

原動機及び輸送

用機械器具、農

機具、その他原

動機を利用した

機械器具の製造

及び販売 

(被所

有) 

直接 

29.70 

― 

製品の販売

並びに原材

料及び部品

の購入 

当社製品の販

売 

(注) 1 

(1) (3) 

22,376 

売掛金 3,209 

前受金 714 

原材料購入 

(注) 1(2) 
8,484 

買掛金 1,689 

未払金 ― 

 
（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1) 販売価格の決定方法は、経済合理性に基づき市場価格及び当社の生産技術などを勘案して見積書を作成

し、それを得意先に提出のうえ、価格交渉を行い決定しております。 

(2) 原材料の購入については、市場価格を参考に価格交渉のうえ、決定しております。 

(3) 製品（金型等）の販売に係る生産打ち切りによる金型等補償金の決定方法は、得意先の生産打ち切り等

により発生する金型製作費等の未回収部分を勘案して作成した補償申請書を提出のうえ、交渉を行い決

定しております。 

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 子会社及び関連会社等 

 

属性 会社等の名称 

資本金 

又 は 

出資金 

事業の内容 

又は職業 

議決権等 

の 所 有 

(被所有) 

割合(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 
役員の 

兼任等 

（人） 

事業上 

の関係 

子会社 

G-TEKT North 

America 

Corporation 

(百万USドル) 

22 

自動車車体部品

の営業、開発及

び販売 

100.00 4 

開発委託及

び当社製品

並びに設備

の販売 

当社製品及

び設備の販

売 

6,131 売掛金 2,283 

子会社 

G-TEKT Europe 

Manufacturing 

Ltd. 

(百万ポンド) 

12 

自動車用車体プ

レス部品の製

造・販売 

100.00 2 

当社製品及

び設備の販

売 

配当金の受

取 
1,429 ― ― 

子会社 
G-TEKT Eastern 

Co., Ltd. 

(百万バーツ) 

507 

自動車用車体プ

レス部品の製

造・販売 

100.00 2 

当社製品及

び設備の販

売 

配当金の受

取 
1,828 ― ― 

子会社 
G-TEKT India 

Private Ltd. 

(百万ルピー) 

650 

自動車用車体プ

レス部品の製

造・販売 

100.00 4 

当社製品及

び設備の販

売 

利息の受取 

(注) 1 
91 

長期 

貸付金 
1,497 

短期 

貸付金 
198 

子会社 

G-TEKT 

Slovakia, 

s.r.o. 

(百万ユーロ) 

11 

自動車用車体プ

レス部品の製

造・販売 

100.00 1 ― 
設立による 

出資 
1,203 ― ― 

 
（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

受取利息の金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

９．１株当たり情報に関する注記 

(1)１株当たり純資産額 1,637円37銭 

(2)１株当たり当期純利益 143円68銭 

 

10．重要な後発事象に関する注記 

 該当事項はありません。 
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