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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 3,773 11.9 187 269.9 191 935.5 107 ―

29年3月期第1四半期 3,373 △11.2 50 △81.1 18 △93.2 △45 ―

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　142百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△176百万円 （―％）

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 11.82 ―

29年3月期第1四半期 △5.05 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第1四半期 16,290 10,627 59.3

29年3月期 15,961 10,577 60.4

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 9,665百万円 29年3月期 9,640百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 8.00 ― 8.00 16.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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) 7,200 6.0 300 70.9 290 132.0 170 162.2 18.78

通期 14,700 3.9 740 15.3 720 11.8 440 3.6 48.61

（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 9,053,300 株 29年3月期 9,053,300 株

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

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 9,051,285 株 29年3月期1Q 9,051,297 株

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。
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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、当社グループの主要顧客業界である日系自動車産業では、堅調に推移して

いる中国市場や回復基調にあるASEAN市場に加え、新型車投入効果が出ている国内市場でも、販売台数が前年同期比

で増加傾向となりました。また、減少傾向ではあるものの米国市場も依然高水準であることから、国内外の生産台

数は増加傾向で推移いたしました。一方、世界経済に関しましては、中国及び新興国の景気減速など不安要素を含

んだ状況になっております。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業の金型部門において、国内は前年と同水準で推移した一方、東アジ

ア地域向けの売上高が低調に推移いたしました。一方、精密鍛造品部門においては、エアコン用スクロールコンプ

レッサー部品の海外生産が増加傾向で推移いたしました。その結果、ネットシェイプ事業の売上高は16億２千４百

万円（前年同期比1.6％減）となりました。

　アッセンブリ事業では、国内外ともにガソリンエンジン車向けのターボチャージャー部品の売上高が増加傾向で

推移いたしました。その結果、アッセンブリ事業の売上高は16億４千７百万円（前年同期比35.2％増）となりまし

た。

　フィルタ事業では、THAI SINTERED MESH CO.,LTD.で生産する石油掘削用フィルターが引き続き低調に推移しまし

たが、大型海水ストレーナーの売上高が増加したことに加え、医薬品産業向けの売上高が増加したことから、前年

と同水準の売上高となりました。その結果、フィルタ事業の売上高は５億円（前年同期比0.6％減）となりました。

　以上の結果、連結売上高は37億７千３百万円（前年同期比11.9％増）となりました。

　損益面におきましては、アッセンブリ事業の増産効果などにより、営業利益は１億８千７百万円（前年同期比

269.9％増）、経常利益は１億９千１百万円（前年同期比935.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益１億７

百万円（前年同期は４千５百万円の損失）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の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ３億２千９百万円増加し、162億９

千万円となりました。これは、主に現金及び預金が５億４千５百万円、棚卸資産が５千４百万円増加した一方、受

取手形及び売掛金が１億４千９百万円、有形固定資産が１億２千７百万円減少したことによるものであります。

　負債におきましては、前連結会計年度末に比べ２億７千８百万円増加し、56億６千３百万円となりました。これ

は、主に買掛金が１億１千２百万円、借入金が１億３千１百万円、賞与引当金が１億８千万円増加した一方、未払

法人税等が６千５百万円、リース債務が７千３百万円減少したことによるものであります。

　純資産におきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益１億７百万円等により、前連結会計年度末に比べて

５千万円増加し、106億２千７百万円となり、自己資本比率は59.3％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29年５月１日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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：千円)

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 2,586,486 3,132,326

受取手形及び売掛金 4,026,255 3,876,804

商品及び製品 450,121 472,983

仕掛品 989,127 1,029,026

原材料及び貯蔵品 582,203 574,239

その他 124,069 108,323

貸倒引当金 △1,444 △1,367

流動資産合計 8,756,819 9,192,337

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,201,170 2,166,465

機械装置及び運搬具（純額） 1,773,786 1,704,115

土地 1,803,355 1,803,879

その他（純額） 1,111,357 1,087,436

有形固定資産合計 6,889,670 6,761,896

無形固定資産 131,157 155,850

投資その他の資産 183,903 180,718

固定資産合計 7,204,731 7,098,465

資産合計 15,961,551 16,290,802
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(単位：千円)

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)

負債の部

流動負債

買掛金 1,573,380 1,686,203

短期借入金 414,094 276,608

1年内返済予定の長期借入金 964,534 973,681

リース債務 443,445 453,079

未払法人税等 95,213 29,259

賞与引当金 148,888 329,134

その他 635,217 639,333

流動負債合計 4,274,773 4,387,300

固定負債

長期借入金 830,766 1,090,153

リース債務 227,381 144,506

退職給付に係る負債 51,447 41,250

固定負債合計 1,109,594 1,275,909

負債合計 5,384,367 5,663,210

純資産の部

株主資本

資本金 1,429,921 1,429,921

資本剰余金 1,192,857 1,192,857

利益剰余金 6,925,596 6,942,087

自己株式 △1,197 △1,197

株主資本合計 9,547,177 9,563,668

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 7,140 6,025

為替換算調整勘定 160,909 164,840

退職給付に係る調整累計額 △74,810 △68,714

その他の包括利益累計額合計 93,238 102,150

非支配株主持分 936,766 961,773

純資産合計 10,577,183 10,627,592

負債純資産合計 15,961,551 16,290,802
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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：千円)
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 3,373,564 3,773,406

売上原価 2,806,543 3,062,048

売上総利益 567,020 711,358

販売費及び一般管理費 516,346 523,926

営業利益 50,673 187,431

営業外収益

受取利息 1,432 1,998

受取配当金 156 164

為替差益 - 6,920

保険解約返戻金 8,735 -

保険配当金 8,792 -

その他 5,210 2,037

営業外収益合計 24,327 11,120

営業外費用

支払利息 9,027 6,772

為替差損 43,952 -

その他 3,552 526

営業外費用合計 56,532 7,298

経常利益 18,469 191,253

特別損失

固定資産除却損 8,530 47

特別損失合計 8,530 47

税金等調整前四半期純利益 9,939 191,206

法人税、住民税及び事業税 11,072 29,460

法人税等調整額 31,456 31,349

法人税等合計 42,529 60,809

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,590 130,396

非支配株主に帰属する四半期純利益 13,150 23,392

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△45,740 107,004
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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：千円)
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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,590 130,396

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,530 △1,114

為替換算調整勘定 △151,226 6,882

退職給付に係る調整額 9,214 6,096

その他の包括利益合計 △143,542 11,864

四半期包括利益 △176,132 142,260

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △148,857 115,915

非支配株主に係る四半期包括利益 △27,274 26,344
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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）

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：千円)

報告セグメント
調整額
(注)２

合計
ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

外部顧客への売上高 1,651,513 1,218,249 503,801 3,373,564 ― 3,373,564

セグメント間の内部
売上高又は振替高

63,181 ― ― 63,181 △63,181 ―

計 1,714,695 1,218,249 503,801 3,436,746 △63,181 3,373,564

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△21,764 7,240 32,992 18,469 ― 18,469

(注)１. セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。

(注)２. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

　

Ⅱ 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）

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：千円)

報告セグメント
調整額
(注)２

合計
ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

外部顧客への売上高 1,624,821 1,647,656 500,928 3,773,406 ― 3,773,406

セグメント間の内部
売上高又は振替高

67,966 ― ― 67,966 △67,966 ―

計 1,692,787 1,647,656 500,928 3,841,372 △67,966 3,773,406

セグメント利益 5,980 131,878 53,394 191,253 ― 191,253

(注)１. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。

(注)２. 調整額は、セグメント間取引消去であります。
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３．補足資料

（生産、受注及び販売の状況）

（1）販売実績 （単位：千円）

事業別

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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 1,651,513 49.0 1,624,821 43.0

アッセンブリ 1,218,249 36.1 1,647,656 43.7

フィルタ 503,801 14.9 500,928 13.3

合計 3,373,564 100.0 3,773,406 100.0

（注） 内、海外向売上高

事業別

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）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 502,002 30.4 463,903 28.6

アッセンブリ 701,703 57.6 979,421 59.4

フィルタ 182,519 36.2 126,240 25.2

合計 1,386,226 41.1 1,569,566 41.6

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）受注状況 （単位：千円）

事業別

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）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ネットシェイプ 1,702,273 1,065,845 1,594,677 909,444

アッセンブリ 1,221,704 1,667,114 1,453,999 1,685,647

フィルタ 504,251 452,843 583,187 541,456

合計 3,428,229 3,185,802 3,631,863 3,136,548

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　 ２．ネットシェイプの精密鍛造品部門とアッセンブリの受注状況には、内示受注高を含んでおります。

（3）生産実績 （単位：千円）

事業別

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）

金額 金額

ネットシェイプ 1,544,353 1,541,005

アッセンブリ 1,160,400 1,651,070

フィルタ 516,046 507,983

合計 3,220,800 3,700,059

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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