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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9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2四半期 19,898 34.6 1,497 119.7 1,628 86.8 1,068 87.3

29年3月期第2四半期 14,781 △12.8 681 △13.0 871 △4.8 570 △19.8

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　1,122百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△112百万円 （―％）

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2四半期 58.69 ―

29年3月期第2四半期 31.33 ―

(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2四半期 37,430 23,022 60.5 1,243.22

29年3月期 38,001 22,258 57.6 1,201.68

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 22,630百万円 29年3月期 21,875百万円

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 ― 7.50 ― 18.50 26.00

30年3月期 ― 14.00

30年3月期（予想） ― 14.00 28.00

（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、対前期増減率）

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

通期 38,000 15.2 2,200 16.1 2,450 13.3 1,650 8.0 90.63

（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

(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

（注）詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有
の会計処理の適用）」をご覧ください。

(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2Q 18,220,000 株 29年3月期 18,220,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 16,973 株 29年3月期 16,075 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 18,203,490 株 29年3月期2Q 18,205,666 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

　業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因により予想数値と

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２四半期連結累計期間の売上高は198億９千８百万円と前年同四半期と比べ51億１千６百万円(34.6％増)の増収

となりました。

営業利益は14億９千７百万円と前年同四半期と比べ８億１千６百万円(119.7％増)の増益、経常利益は16億２千８百

万円と前年同四半期と比べ７億５千６百万円(86.8％増)の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は10億６千８百

万円と前年同四半期と比べ４億９千７百万円(87.3％増)の増益となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

・設備部門

設備部門は、塗装設備納入等の増加により売上高は148億３千９百万円と前年同四半期と比べ56億２千６百万

円(61.1％増)の増収、営業利益は13億３千４百万円と前年同四半期と比べ10億１千５百万円(317.7％増)の増益

となりました。

・自動車部品部門

自動車部品部門は、内装部品及び外装部品の生産・販売の減少により売上高は50億５千８百万円と前年同四

半期と比べ５億９百万円(9.2％減)の減収、営業利益は３億６千１百万円と前年同四半期と比べ１億８千１百万

円(33.5％減)の減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.6％減少し、252億４千３百万円となりました。これは、現金及び預金

が50億８千１百万円減少、受取手形及び売掛金が33億２百万円増加したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.9％増加し、121億８千７百万円となりました。これは、有形固定資産

のその他が２億２千６百万円増加したことなどによります。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、374億３千万円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.9％減少し、117億７千２百万円となりました。これは、その他が21億

１千４百万円減少したことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.2％増加し、26億３千５百万円となりました。これは、退職給付に係る

負債が１億１百万円増加したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて8.5％減少し、144億７百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.4％増加し、230億２千２百万円となりました。これは、利益剰余金

が７億３千１百万円増加したことなどによります。

（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月期の業績予想につきましては、平成29年４月28日に公表いたしました予想に変更ありません。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,827,869 9,746,184

受取手形及び売掛金 9,799,828 13,102,534

製品 34,550 29,761

仕掛品 399,158 445,081

原材料 354,600 455,441

その他 507,983 1,464,201

貸倒引当金 △93 △123

流動資産合計 25,923,898 25,243,081

固定資産

有形固定資産

土地 5,231,963 5,231,963

その他（純額） 3,522,606 3,748,692

有形固定資産合計 8,754,570 8,980,656

無形固定資産 108,838 102,709

投資その他の資産

その他 3,236,989 3,126,763

貸倒引当金 △22,855 △23,018

投資その他の資産合計 3,214,134 3,103,745

固定資産合計 12,077,543 12,187,111

資産合計 38,001,441 37,430,192

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,323,675 2,789,670

電子記録債務 4,763,909 6,001,489

未払法人税等 485,652 496,581

賞与引当金 645,476 646,894

役員賞与引当金 65,259 32,452

完成工事補償引当金 57,948 46,380

その他 3,872,759 1,758,721

流動負債合計 13,214,680 11,772,189

固定負債

役員退職慰労引当金 173,340 144,031

退職給付に係る負債 1,268,361 1,369,760

その他 1,086,710 1,121,825

固定負債合計 2,528,411 2,635,618

負債合計 15,743,092 14,407,808
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,311,000 1,311,000

資本剰余金 790,542 790,542

利益剰余金 19,158,160 19,889,719

自己株式 △8,794 △9,478

株主資本合計 21,250,908 21,981,783

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 914,533 998,898

繰延ヘッジ損益 △336 -

為替換算調整勘定 145,965 140,874

退職給付に係る調整累計額 △435,770 △491,263

その他の包括利益累計額合計 624,393 648,509

非支配株主持分 383,047 392,092

純資産合計 22,258,349 23,022,384

負債純資産合計 38,001,441 37,430,192
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 14,781,167 19,898,026

売上原価 12,235,618 16,390,200

売上総利益 2,545,549 3,507,826

販売費及び一般管理費 1,864,045 2,010,309

営業利益 681,503 1,497,517

営業外収益

受取利息 39,717 42,866

受取配当金 23,359 23,747

持分法による投資利益 107,274 65,346

雑収入 25,908 9,553

営業外収益合計 196,259 141,513

営業外費用

固定資産除却損 3,837 4,161

為替差損 - 4,332

雑支出 2,016 2,182

営業外費用合計 5,854 10,676

経常利益 871,909 1,628,354

税金等調整前四半期純利益 871,909 1,628,354

法人税等 287,145 549,224

四半期純利益 584,764 1,079,129

非支配株主に帰属する四半期純利益 14,383 10,797

親会社株主に帰属する四半期純利益 570,380 1,068,331
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 584,764 1,079,129

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △40,780 84,364

繰延ヘッジ損益 - 336

為替換算調整勘定 △534,350 22,588

退職給付に係る調整額 31,607 △55,492

持分法適用会社に対する持分相当額 △153,742 △8,417

その他の包括利益合計 △697,266 43,378

四半期包括利益 △112,502 1,122,508

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △78,194 1,092,447

非支配株主に係る四半期包括利益 △34,308 30,060
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　（税金費用の計算）

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合は、法定実効税

率を使用する方法によっております。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

　 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)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２設備部門
自動車部品

部門
計

売上高

外部顧客への売上高 9,212,884 5,568,282 14,781,167 ― 14,781,167

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 9,212,884 5,568,282 14,781,167 ― 14,781,167

セグメント利益 319,538 543,237 862,775 △181,272 681,503

　(注)１.セグメント利益の調整額△181,272千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用（主に報告

　 セグメントに帰属しない一般管理費)であります。

　 ２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

　 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)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２設備部門
自動車部品

部門
計

売上高

外部顧客への売上高 14,839,284 5,058,742 19,898,026 ― 19,898,026

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 14,839,284 5,058,742 19,898,026 ― 19,898,026

セグメント利益 1,334,772 361,349 1,696,121 △198,604 1,497,517

(注)１.セグメント利益の調整額△198,604千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用（主に報告

　 セグメントに帰属しない一般管理費）であります。

　 ２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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