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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第1四半期 10,555 7.7 450 134.9 545 301.8 378 352.3

29年3月期第1四半期 9,799 8.9 191 ― 135 211.6 83 532.7

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　698百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△306百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

30年3月期第1四半期 73.83 73.16

29年3月期第1四半期 16.33 16.18

※当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定
し、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

30年3月期第1四半期 46,334 24,647 52.5 4,750.31

29年3月期 47,998 24,339 50.0 4,671.29

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 24,302百万円 29年3月期 23,991百万円

※当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定
し、１株当たり純資産を算定しております。

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

29年3月期 ― 5.00 ― 60.00 ―

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 50.00 ― 50.00 100.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。平成29年３月期の１株当たり期末配当金につきましては、当
該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「―」と記載しております。株式併合後の基準で換算した１株当たり年間配当金は、平成29年３
月期は110円となります。なお、29年３月期期末配当金には特別配当10円を含んでおります。

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 22,340 6.1 770 △6.2 940 48.4 630 49.0 122.66

通期 45,500 1.6 2,620 △9.4 2,900 △3.6 2,010 △10.1 391.36

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期1Q 5,140,000 株 29年3月期 5,140,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 24,015 株 29年3月期 4,015 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 5,129,318 株 29年3月期1Q 5,128,913 株

※当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと
仮定し、期中平均株式数を算定しております。

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における国内経済は、政府の経済政策や日銀による金融政策等を背景に、企業収益や個

人消費に持ち直しの動きが見られ、緩やかな回復基調で推移しました。

　一方、国際経済は、米国政権の政策動向や、世界的な地政学的リスクの高まり等の懸念により、景気は依然として

先行き不透明な状況にあります。

　当社グループを取り巻く経営環境は、公共投資に大きな動きは見られなかったものの、新設住宅着工数や民間設備

投資は比較的堅調に推移しました。

　このような環境のもと、当社グループは2015年５月に策定いたしました「新中期経営計画2017」の基本戦略に基づ

き、ガス・水道メーター分野を中心に「基盤事業の収益向上」に注力するとともに、コア技術を生かした新規事業へ

の取り組み、グローバル市場への更なる拡大並びに経営力の強化など成長路線を目指した施策を推進してまいりまし

た。

　こうした背景の中で、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、家庭用プロパンガスメーターの需要増や

計装の売上増などにより、売上高は、前年同期比7.7％増収の105億５千５百万円となりました。また、利益面につき

ましては、増収効果を主因に、営業利益は４億５千万円（前年同期に比べ２億５千８百万円の増益）、経常利益は５

億４千５百万円（前年同期に比べ４億１千万円の増益）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、３億７千８百万円

（前年同期に比べ２億９千４百万円の増益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における四半期連結貸借対照表の前連結会計年度末比増減は以下のとおりとなりまし

た。

　流動資産は、19億６千３百万円減少し、273億７百万円となりました。これは、売上債権の回収が進み、受取手形及

び売掛金が13億８千７百万円減少したことや、現金及び預金が３億８千４百万円減少したことなどによります。固定

資産は、２億９千９百万円増加し、190億２千６百万円となりました。これは、株価上昇に伴い投資有価証券が４億５

千３百万円増加したことなどによります。この結果、総資産は16億６千４百万円減少し、463億３千４百万円となりま

した。

　負債は、19億７千２百万円減少し、216億８千６百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が６億９千２百

万円減少したことや、未払法人税等が８億５千２百万円減少したことなどによります。

　純資産は、配当金の支払いはあったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上や、株価上昇に伴いその他

有価証券評価差額金が３億１千３百万円増加したことなどにより、３億８百万円増加し、246億４千７百万円となりま

した。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の連結業績予想につきましては、平成29年５月10日付「平成29年３月期 決算短信〔日本基準〕

（連結）」にて発表いたしました業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,863 6,479

受取手形及び売掛金 13,164 11,777

有価証券 67 65

製品 1,330 1,440

仕掛品 6,786 6,723

原材料及び貯蔵品 279 222

その他 792 615

貸倒引当金 △13 △16

流動資産合計 29,271 27,307

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,709 4,641

その他 3,967 3,931

有形固定資産合計 8,677 8,572

無形固定資産 39 42

投資その他の資産

投資有価証券 8,270 8,723

その他 1,761 1,707

貸倒引当金 △20 △20

投資その他の資産合計 10,011 10,411

固定資産合計 18,727 19,026

資産合計 47,998 46,334

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,382 6,690

短期借入金 1,087 1,087

未払法人税等 857 4

役員賞与引当金 40 10

その他 3,046 2,605

流動負債合計 12,412 10,397

固定負債

長期借入金 5,812 5,812

退職給付に係る負債 5,223 5,278

資産除去債務 5 5

その他 204 192

固定負債合計 11,246 11,288

負債合計 23,659 21,686
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,218 3,218

資本剰余金 311 311

利益剰余金 18,611 18,682

自己株式 △12 △90

株主資本合計 22,129 22,122

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,124 3,437

為替換算調整勘定 114 56

退職給付に係る調整累計額 △1,376 △1,313

その他の包括利益累計額合計 1,862 2,180

新株予約権 102 102

非支配株主持分 245 242

純資産合計 24,339 24,647

負債純資産合計 47,998 46,334
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 9,799 10,555

売上原価 7,570 8,070

売上総利益 2,229 2,484

販売費及び一般管理費 2,037 2,034

営業利益 191 450

営業外収益

受取配当金 96 111

その他 39 26

営業外収益合計 135 137

営業外費用

支払利息 20 13

為替差損 154 22

その他 16 6

営業外費用合計 191 42

経常利益 135 545

税金等調整前四半期純利益 135 545

法人税、住民税及び事業税 10 11

法人税等調整額 39 154

法人税等合計 49 165

四半期純利益 86 380

非支配株主に帰属する四半期純利益 2 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 83 378
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 86 380

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △367 313

為替換算調整勘定 △92 △57

退職給付に係る調整額 66 62

その他の包括利益合計 △393 318

四半期包括利益 △306 698

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △309 696

非支配株主に係る四半期包括利益 2 1
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。
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