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

(1) 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 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 1,189 1.5 △36 ― △23 ― △25 ―

29年3月期第1四半期 1,171 △2.0 5 ― 19 ― 12 △90.2

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 △1.91 ―

29年3月期第1四半期 0.93 ―

(2) 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 9,489 3,289 34.7 250.43

29年3月期 9,641 3,434 35.6 261.45

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 3,289百万円 29年3月期 3,434百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） ― ― 7.50 7.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注) 当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施する予定であるため、平成30年３月期(予想)の１株当たり

期末配当金及び年間配当金合計につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成30年３月期(予
想)の１株当たり期末配当金及び年間配当金合計は１円50銭となります。詳細は、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

3. 平成30年 3月期の業績予想（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 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) 2,400 2.8 10 △73.6 30 △46.4 20 △85.5 1.52

通期 5,200 3.6 80 △43.8 110 △41.5 80 △66.7 30.45

（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) 平成30年３月期の通期の業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。株式併合を考慮しない場合の平

成30年３月期の通期の業績予想における１株当たり当期純利益は６円09銭となります。詳細は、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご
覧ください。



※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 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

(3) 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 13,164,800 株 29年3月期 13,164,800 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 28,068 株 29年3月期 28,068 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 13,136,732 株 29年3月期1Q 13,137,530 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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。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「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。

（株式併合後の配当及び業績予想について）

　当社は、平成29年６月29日開催の第84回定時株主総会決議に基づき、平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を
実施し、併せて同日付で単元株式数の変更（1,000株から100株への変更）を実施する予定であります。なお、株式併合を考慮しない場合の平成30年３月期の配
当予想及び業績予想は以下のとおりであります。

(1) 平成30年３月期の配当予想

　　１株当たり配当金　　　　期末　　1円50銭

(2) 平成30年３月期の業績予想

　　１株当たり当期純利益　通期　　6円09銭
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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１四半期累計期間におけるわが国経済は、世界経済の回復に伴う生産・輸出の持ち直しや雇用・所得環境の

改善により個人消費にも明るさが見られ緩やかな回復基調が続きました。

当社の売上高に大きな影響を与える乗用車の国内生産台数は、前年同月比４月が16.8％増、同５月が7.2％増、同

６月が8.9％増と増産が続いています。

このような経済環境の中で当第１四半期累計期間の売上高は1,189百万円(前年同期比1.5％増)となりました。

損益面につきましては、売上高は計画を上回りましたが、材料コスト及び人件費の上昇と新規受注品の立ち上げ

ロスの発生等により、営業損失は36百万円(前年同期は営業利益５百万円)となりました。

営業外収益は受取配当金15百万円、受取賃貸料11百万円等により29百万円、営業外費用は支払利息14百万円等に

より17百万円を計上し、経常損失は23百万円(前年同期は経常利益19百万円)となりました。また、特別損失は固定

資産除却損１百万円を計上しました。その結果、四半期純損失は25百万円(前年同期は四半期純利益12百万円)とな

りました。

セグメント別の業績については、次のとおりであります。

①自動車用部品

当セグメントの売上高は、1,106百万円(前年同期比2.9％増)となりました。セグメント損失(経常損失)は10百万

円(前年同期はセグメント利益43百万円)となりました。

②自社製品

当セグメントの売上高は、75百万円(前年同期比13.0％減)となりました。照明機器製品が３百万円増加し、電子

機器製品が14百万円減少したことが主な要因です。セグメント損失(経常損失)は19百万円(前年同期はセグメント損

失30百万円)となりました。

③賃貸不動産

賃貸不動産のセグメント利益(経常利益)は７百万円(前年同期比1.5％減)となりました。なお、収益及び費用は営

業外に計上しています。

④その他

駐輪設備の売上高は７百万円(前年同期比15.2％減)となりました。売上の減少は公共施設等大型案件の受注減が

主な要因です。セグメント損失(経常損失)は０百万円(前年同期はセグメント損失０百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における総資産は、前期末比152百万円減少し、9,489百万円となりました。

項目別では、流動資産は51百万円減少し、3,482百万円となりました。主な要因は現金及び預金が158百万円、棚

卸資産が18百万円増加し、受取手形及び売掛金が172百万円、電子記録債権が25百万円、その他のうち立替金が28百

万円減少したことです。固定資産は100百万円減少し、6,006百万円となりました。主な要因は建設仮勘定が49百万

円増加し、建物が21百万円、機械及び装置が14百万円、リース資産が25百万円、投資有価証券が94百万円減少した

ことです。

流動負債は122百万円減少し、3,266百万円となりました。主な要因は短期借入金が20百万円、未払金が21百万

円、その他のうち設備関係支払手形が39百万円増加し、支払手形及び買掛金が21百万円、未払法人税等が23百万

円、賞与引当金が36百万円、その他のうち未払消費税等が56百万円及び預り金が66百万円減少したことです。固定

負債は114百万円増加し、2,932百万円となりました。主な要因は長期借入金が163百万円増加し、その他のうち繰延

税金負債が29百万円及びリース債務が18百万円減少したことです。その結果、負債全体では7百万円減少し、6,199

百万円となりました。

純資産は144百万円減少し、3,289百万円となりました。主な要因は利益剰余金が77百万円、その他有価証券評価

差額金が67百万円減少したことです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の業績予想につきましては、当第１四半期累計期間における営業利益、経常利益及び四半期純利

益が予想を下回っておりますが、第２四半期以降に回復が見込まれるため、平成29年５月12日公表（決算短信）い

たしました業績予想に変更はございません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,341,738 1,500,538

受取手形及び売掛金 1,170,371 998,311

電子記録債権 293,702 268,274

製品 200,506 216,239

仕掛品 30,584 42,799

原材料及び貯蔵品 282,366 273,334

その他 215,553 184,229

貸倒引当金 △280 △930

流動資産合計 3,534,543 3,482,796

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,603,510 1,581,544

構築物（純額） 64,144 62,725

機械及び装置（純額） 465,583 451,319

車両運搬具（純額） 5,597 5,237

工具、器具及び備品（純額） 72,304 81,669

土地 1,657,869 1,657,869

リース資産（純額） 557,147 531,425

建設仮勘定 4,315 53,627

有形固定資産合計 4,430,472 4,425,417

無形固定資産

ソフトウエア 2,064 1,844

リース資産 322 －

無形固定資産合計 2,386 1,844

投資その他の資産

投資有価証券 1,584,860 1,490,154

その他 89,213 89,165

貸倒引当金 △370 △310

投資その他の資産合計 1,673,704 1,579,010

固定資産合計 6,106,564 6,006,271

資産合計 9,641,107 9,489,068
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 305,700 284,102

短期借入金 1,926,586 1,947,462

未払金 697,910 719,390

未払法人税等 26,522 3,015

賞与引当金 50,000 14,000

環境対策引当金 1,029 －

その他 380,842 298,367

流動負債合計 3,388,591 3,266,339

固定負債

長期借入金 1,431,034 1,595,011

退職給付引当金 84,312 83,439

資産除去債務 52,217 52,230

その他 1,250,412 1,202,163

固定負債合計 2,817,976 2,932,846

負債合計 6,206,567 6,199,185

純資産の部

株主資本

資本金 658,240 658,240

資本剰余金 211,245 211,245

利益剰余金 749,041 671,455

自己株式 △5,511 △5,511

株主資本合計 1,613,014 1,535,428

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 847,941 780,871

土地再評価差額金 973,583 973,583

評価・換算差額等合計 1,821,525 1,754,454

純資産合計 3,434,539 3,289,883

負債純資産合計 9,641,107 9,489,068
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(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 1,171,878 1,189,970

売上原価 1,036,001 1,095,539

売上総利益 135,877 94,430

販売費及び一般管理費 129,899 130,852

営業利益又は営業損失（△） 5,977 △36,422

営業外収益

受取利息 83 108

受取配当金 18,233 15,774

受取賃貸料 11,233 11,098

その他 2,686 2,910

営業外収益合計 32,237 29,892

営業外費用

支払利息 15,906 14,136

その他 2,954 2,924

営業外費用合計 18,860 17,060

経常利益又は経常損失（△） 19,354 △23,590

特別損失

固定資産除却損 7,101 1,321

特別損失合計 7,101 1,321

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 12,253 △24,911

法人税、住民税及び事業税 28 132

法人税等調整額 △4 △5

法人税等合計 24 127

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,229 △25,038
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（３）四半期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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