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1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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3四半期 32,722 6.4 2,147 50.9 2,380 58.4 1,710 50.1

29年3月期第3四半期 30,754 8.6 1,422 208.4 1,502 131.4 1,139 154.6

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　2,398百万円 （48.7％） 29年3月期第3四半期　　1,613百万円 （116.7％）

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3四半期 334.08 330.77

29年3月期第3四半期 222.10 220.11

※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3四半期 47,240 26,023 54.8 5,062.31

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3四半期 25,897百万円 29年3月期 23,991百万円

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 ― 5.00 ― 60.00 ―

30年3月期 ― 50.00 ―

30年3月期（予想） 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、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 46,070 2.9 3,200 10.7 3,440 14.4 2,510 12.3 490.62

（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3Q 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3Q 24,157 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3Q 5,120,386 株 29年3月期3Q 5,132,145 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、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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復、株高や円安基調を背景に企業収益は拡大し、

雇用環境は改善され、また、個人消費は緩慢ながらも回復するなど、全体としては緩やかな回復基調が続いておりま

す。

　当社グループを取り巻く環境は、公共投資・民間設備投資は堅調な動きが見られるものの、新設住宅着工数は力強

さを欠く動きを見せており、留意が必要な状況が続きました。

　このような経営環境の中、当社グループは「中期経営計画」に基づき、「基盤事業の収益向上」に努め、収益構造

の変革や成長路線への進展のため「工場市場・グローバル市場での売上拡大」などに取り組んでまいりました。

　こうした背景の中で、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は家庭用プロパンガスメーターが

需要上昇期にあることや、ガスメーターを中心に輸出が増加したこと、また、計装分野の増加などにより、前年同期

比6.4％増収の327億２千２百万円となりました。利益面につきましては、増収による効果のほか、原価低減諸施策の

実施により、営業利益は前年同期比７億２千４百万円増益の21億４千７百万円となりました。経常利益は、営業外収

支が改善したことから、前年同期比８億７千７百万円増益の23億８千万円、また、親会社株主に帰属する四半期純利

益も前年同期比５億７千万円増益の17億１千万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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、12億５千５百万円減少し、280億１千５百万円となりました。これは、仕掛品が９億７千３百万円増加

しましたが、売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が24億７千３百万円減少したことなどによります。固定資

産は、４億９千７百万円増加し、192億２千５百万円となりました。これは、株価上昇に伴い投資有価証券が７億５百

万円増加したことなどによります。この結果、総資産は、７億５千８百万円減少し、472億４千万円となりました。

　負債は、24億４千１百万円減少し、212億１千７百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が９億８千３百

万円減少したことや、未払法人税等が７億１千６百万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５億３千３百万円増加したことなどにより、16億８千３百万円増加し、260億２千３百万円とな

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11月２日付「平成30年３月期 第２四半期決算短信〔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。

決算短信（宝印刷） 2018年01月29日 20時34分 2ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



愛知時計電機株式会社(7723) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

- 3 -

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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,863 7,213

受取手形及び売掛金 13,164 10,691

有価証券 67 63

製品 1,330 1,496

仕掛品 6,786 7,759

原材料及び貯蔵品 279 215

その他 792 587

貸倒引当金 △13 △12

流動資産合計 29,271 28,015

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,709 4,558

その他 3,967 3,918

有形固定資産合計 8,677 8,477

無形固定資産 39 42

投資その他の資産

投資有価証券 8,270 8,975

その他 1,761 1,749

貸倒引当金 △20 △18

投資その他の資産合計 10,011 10,706

固定資産合計 18,727 19,225

資産合計 47,998 47,240

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,382 6,399

短期借入金 1,087 1,022

未払法人税等 857 140

役員賞与引当金 40 30

その他 3,046 2,208

流動負債合計 12,412 9,800

固定負債

長期借入金 5,812 5,845

退職給付に係る負債 5,223 5,379

資産除去債務 5 5

その他 204 186

固定負債合計 11,246 11,417

負債合計 23,659 21,217
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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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31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 19,915

自己株式 △12 △90

株主資本合計 22,129 23,354

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 3,657

為替換算調整勘定 114 74

退職給付に係る調整累計額 △1,376 △1,188

その他の包括利益累計額合計 1,862 2,543

新株予約権 102 125

非支配株主持分 245 －

純資産合計 24,339 26,023

負債純資産合計 47,998 47,240
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 30,754 32,722

売上原価 23,185 24,386

売上総利益 7,568 8,336

販売費及び一般管理費 6,145 6,188

営業利益 1,422 2,147

営業外収益

受取配当金 179 187

その他 114 112

営業外収益合計 294 299

営業外費用

支払利息 54 37

為替差損 73 －

その他 87 29

営業外費用合計 215 66

経常利益 1,502 2,380

特別利益

投資有価証券売却益 197 －

特別利益合計 197 －

特別損失

減損損失 118 －

特別損失合計 118 －

税金等調整前四半期純利益 1,581 2,380

法人税、住民税及び事業税 338 513

法人税等調整額 93 149

法人税等合計 432 662

四半期純利益 1,148 1,717

非支配株主に帰属する四半期純利益 8 6

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,139 1,710
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 1,148 1,717

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 556 533

為替換算調整勘定 △291 △39

退職給付に係る調整額 199 187

その他の包括利益合計 464 681

四半期包括利益 1,613 2,398

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,604 2,391

非支配株主に係る四半期包括利益 8 6
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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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