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(百万円未満切捨て)

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 7,477 25.3 275 111.7 262 ― 122 ―

29年３月期第１四半期 5,967 3.7 129 233.6 △314 ― △419 ―
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 188百万円( ―％) 29年３月期第１四半期 △337百万円( ―％)
　

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 7.80 ―

29年３月期第１四半期 △26.62 ―
　　

（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 26,074 11,962 45.9

29年３月期 25,185 11,869 47.1
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 11,962百万円 29年３月期 11,869百万円
　　　

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) 0.00 ― ― ―
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

平成30年3月期の期末配当金額は未定であります。
　

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) 14,900 20.2 480 28.7 440 ― 210 ― 13.33

通期 29,000 9.4 1,100 1.0 980 △14.3 580 △15.1 36.81
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 有
　　

（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 15,786,910株 29年３月期 15,786,910株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 31,599株 29年３月期 30,650株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 15,755,627株 29年３月期１Ｑ 15,758,031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、添付資料の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我が国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和などを背景に、企業収益や

雇用環境の改善が続き、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、米国や欧州の政治動向や金融資本

市場の変動の影響など、海外経済が我が国の景気を下押しするリスクも依然として顕在しております。

このような経営環境のもと、当第１四半期連結累計期間の当社グループは、自動車部門では、国内軽・小型車が堅

調に推移し、また、建設機械部門においては、第4次排ガス規制車投入前の前倒し生産及び中国市場の回復が顕著と

なりました。以上の市場環境に加え、鋼材価格の上昇に伴う販売価格への反映もあり、売上は増加しました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は74億７千７百万円（前年同四半期比25.3%増）となりました。

部門別では、自動車部品は55億８千５百万円（前年同四半期比18.8%増）、建設機械部品は16億１百万円（前年同四

半期比62.0%増）、農業機械部品は１億５千２百万円（前年同四半期比9.0%減）、その他部品は１億３千７百万円

（前年同四半期比26.9%増）となりました。

　一方、損益面におきましては、売上の増加、グループを挙げての原価低減により、営業利益は２億７千５百万円

（前年同四半期比111.7％増）となり、経常利益は２億６千２百万円（前年同四半期は経常損失３億１千４百万

円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億２千２百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損

失４億１千９百万円）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財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ８億８千８百万円

増加し、260億７千４百万円となりました。

　資産の部では、流動資産は、現金及び預金が２億５千７百万円増加、電子記録債権が３億６百万円増加したこと

等により、前連結会計年度末に比べ６億円増加し、148億２千５百万円となり、また固定資産は前連結会計年度末に

比べ２億８千７百万円増加し、112億４千８百万円となりました。

　負債の部では、流動負債は、電子記録債務が３億８千６百万円増加、未払法人税等が２億９千９百万円減少、賞

与引当金が１億８千万円減少、その他に含まれている未払費用が４億２千９百万円増加したこと等により、前連結

会計年度末に比べ８億１千２百万円増加し、132億７千４百万円となり、固定負債は、長期借入金が返済により１千

８百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ１千７百万円減少し、８億３千６百万円となりました。

　純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益１億２千２百万円の計上による増加、剰余金の配当による９千４

百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ９千３百万円増加し、119億６千２百万円となりました。

（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月期の第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、平成29年５月12日に公表いたいしました

業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（平成29年８月４日）公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照下さい。

平成30年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成29年５月12日に公表いたしました数値に変更はござい

ません。

　なお、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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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 3,035,173 3,292,695

受取手形及び売掛金 3,787,892 3,809,979

電子記録債権 2,748,452 3,054,616

製品 348,335 396,379

仕掛品 1,316,065 1,165,253

原材料及び貯蔵品 2,366,658 2,414,989

その他 622,813 692,008

流動資産合計 14,225,391 14,825,921

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,587,725 2,832,942

機械装置及び運搬具（純額） 4,481,626 4,757,428

土地 2,609,258 2,609,330

その他（純額） 790,803 552,280

有形固定資産合計 10,469,413 10,751,981

無形固定資産 58,353 54,039

投資その他の資産

投資有価証券 163,179 172,009

その他 278,768 279,652

貸倒引当金 △9,130 △9,130

投資その他の資産合計 432,818 442,532

固定資産合計 10,960,585 11,248,552

資産合計 25,185,977 26,074,474

負債の部

流動負債

買掛金 2,602,724 2,661,939

電子記録債務 4,320,705 4,707,101

短期借入金 3,602,000 3,572,000

未払法人税等 419,764 120,499

賞与引当金 367,212 186,902

役員賞与引当金 13,000 3,300

その他 1,136,651 2,023,168

流動負債合計 12,462,058 13,274,910

固定負債

長期借入金 176,000 158,000

退職給付に係る負債 483,615 491,333

役員退職慰労引当金 115,300 108,777

資産除去債務 25,915 25,940

その他 53,489 52,733

固定負債合計 854,320 836,784

負債合計 13,316,378 14,111,694
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金 1,641,063 1,641,063

利益剰余金 8,161,917 8,189,945

自己株式 △9,453 △9,723

株主資本合計 11,937,014 11,964,772

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 57,848 64,295

為替換算調整勘定 △44,218 13,446

退職給付に係る調整累計額 △81,046 △79,733

その他の包括利益累計額合計 △67,416 △1,992

非支配株主持分 ― ―

純資産合計 11,869,598 11,962,780

負債純資産合計 25,185,977 26,074,474
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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 5,967,350 7,477,208

売上原価 5,427,028 6,758,310

売上総利益 540,321 718,897

販売費及び一般管理費 410,433 443,864

営業利益 129,888 275,033

営業外収益

受取利息 808 1,711

受取配当金 1,650 2,335

受取ロイヤリティー 1,747 1,868

債務勘定整理益 4,676 33,691

その他 12,547 10,732

営業外収益合計 21,431 50,339

営業外費用

支払利息 3,316 3,019

為替差損 462,627 56,215

その他 215 3,423

営業外費用合計 466,159 62,658

経常利益又は経常損失（△） △314,840 262,714

特別損失

固定資産処分損 14,111 30,013

特別損失合計 14,111 30,013

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△328,952 232,700

法人税等 90,542 109,885

四半期純利益又は四半期純損失（△） △419,494 122,815

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

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（△）

△419,494 122,815
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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（△） △419,494 122,815

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,466 6,446

為替換算調整勘定 89,699 57,665

退職給付に係る調整額 1,695 1,313

その他の包括利益合計 81,927 65,424

四半期包括利益 △337,567 188,239

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △337,567 188,239

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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）

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)

該当事項はありません。
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