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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 6,039 10.1 288 17.7 285 21.8 180 38.8

29年3月期第3四半期 5,487 △4.4 244 △7.3 234 △7.0 129 △9.8

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　183百万円 （26.4％） 29年3月期第3四半期　　145百万円 （5.1％）

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 15.03 ―

29年3月期第3四半期 10.83 ―

(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 7,662 2,218 29.0 185.22

29年3月期 6,802 2,070 30.4 172.86

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 2,218百万円 29年3月期 2,070百万円

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 ― 3.00 3.00

30年3月期 ― 0.00 ―

30年3月期（予想） 3.00 3.00

（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 8,000 6.0 270 0.2 260 3.1 160 8.2 13.36

（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 12,028,480 株 29年3月期 12,028,480 株

② 期末自己株式数 30年3月期3Q 51,375 株 29年3月期 49,915 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期3Q 11,977,622 株 29年3月期3Q 11,978,966 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、雇用情勢の改善や設備投資の増加等により景気は緩やかに回復傾

向にあったものの、米国の政策動向や新興国の経済成長の鈍化等、先行き不透明な状況が続いております。

　このような経営環境の中で、当社グループ(当社及び連結子会社、以下同じ)は『お客様が求める環境作りのために私

たち(社員)はお客様の声を起点に農と住の明日を創造する会社を目指します』を事業骨子とし、引き続き販売力の強化

や新製品の開発に取り組んでまいりました。

　当社グループが主力としております熱機器事業の農用機器は、積極的な営業活動により施設園芸用温風暖房機が堅調

に推移し、売上増となりました。また、汎用機器は拡販活動に注力しましたが、厳しい市場環境において売上が伸び悩

みました。以上の結果、熱機器事業の売上高は55億８千４百万円(前年同期比11.8%増)となりました。

また、衛生機器事業においては、便槽を中心とした拡販活動等に注力しましたが、簡易水洗便器市場の縮小等により、

売上高は４億２千３百万円(前年同期比9.6%減)となりました。

その他事業においては、売上高は３千１百万円(前年同期比36.6%増)となりました。

　以上の結果により、売上高は60億３千９百万円(前年同期比10.1%増)となりました。

損益面においては、売上高の増加に伴い営業利益は２億８千８百万円(前年同期比17.7%増)、経常利益は２億８千５百

万円(前年同期比21.8%増)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億８千万円(前年同期比38.8%増)となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

　（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が２億５千２百万円、売

上債権が３億２千６百万円、棚卸資産が３億１千３百万円増加したこと等により、８億７千４百万円の増加となりまし

た。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ、投資その他の資産が４千万円増加しましたが、有形固定資産が減価償却等に

より５千８百万円減少したこと等により１千５百万円の減少となりました。

以上の結果、総資産は76億６千２百万円となりました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ、仕入債務が２億３百万円、短期借入金

が５億７千８百万円増加したこと等により、６億６千４百万円の増加となりました。

固定負債は前連結会計年度末に比べ、社債が１億３千万円減少しましたが、長期借入金が１億５千６百万円増加した

こと等により、４千６百万円の増加となりました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ、親会社株主に帰属する四半期純利益を１

億８千万円計上したこと等により１億４千７百万円の増加となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 業務予想につきましては、平成29年10月31日に公表いたしました数値から変更しておりません。
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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 380,704 633,514

受取手形及び売掛金 2,941,646 3,267,837

商品及び製品 565,894 765,290

仕掛品 223,839 201,605

原材料及び貯蔵品 634,436 770,958

その他 131,925 114,480

貸倒引当金 △5,096 △5,462

流動資産合計 4,873,350 5,748,224

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 632,748 603,749

その他（純額） 578,851 549,616

有形固定資産合計 1,211,599 1,153,365

無形固定資産 157,146 159,133

投資その他の資産

その他 560,770 601,436

貸倒引当金 △241 △89

投資その他の資産合計 560,529 601,346

固定資産合計 1,929,275 1,913,846

資産合計 6,802,626 7,662,071

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,306,738 1,509,879

短期借入金 602,296 1,180,460

1年内償還予定の社債 240,000 240,000

未払法人税等 55,603 74,902

賞与引当金 141,339 31,992

その他 326,746 300,279

流動負債合計 2,672,724 3,337,514

固定負債

社債 410,000 280,000

長期借入金 610,825 767,218

役員退職慰労引当金 80,659 84,619

退職給付に係る負債 843,142 876,618

資産除去債務 14,080 14,080

その他 100,582 83,565

固定負債合計 2,059,289 2,106,100

負債合計 4,732,013 5,443,615

純資産の部

株主資本

資本金 601,424 601,424

資本剰余金 480,463 480,463

利益剰余金 977,739 1,121,938

自己株式 △8,135 △8,450

株主資本合計 2,051,490 2,195,376

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 29,482 39,212

為替換算調整勘定 △943 △6,279

退職給付に係る調整累計額 △9,416 △9,854

その他の包括利益累計額合計 19,121 23,079

純資産合計 2,070,612 2,218,455

負債純資産合計 6,802,626 7,662,071
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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：千円)
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 5,487,461 6,039,943

売上原価 3,470,845 3,730,113

売上総利益 2,016,616 2,309,830

販売費及び一般管理費 1,771,865 2,021,763

営業利益 244,750 288,066

営業外収益

受取利息 135 70

受取配当金 2,688 2,614

受取地代家賃 6,300 6,300

その他 6,905 9,616

営業外収益合計 16,029 18,601

営業外費用

支払利息 15,956 13,858

その他 10,456 7,455

営業外費用合計 26,413 21,313

経常利益 234,366 285,354

特別利益

固定資産売却益 14,846 -

投資有価証券売却益 - 4,559

収用補償金 - 29,598

特別利益合計 14,846 34,158

特別損失

固定資産除却損 3,615 552

会員権評価損 - 650

固定資産圧縮損 - 26,691

工事補償損失 16,059 -

特別損失合計 19,674 27,894

税金等調整前四半期純利益 229,538 291,618

法人税、住民税及び事業税 84,923 109,707

法人税等調整額 14,916 1,873

法人税等合計 99,840 111,580

四半期純利益 129,698 180,037

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 129,698 180,037
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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：千円)
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 129,698 180,037

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 17,328 9,730

為替換算調整勘定 △2,690 △5,335

退職給付に係る調整額 1,230 △437

その他の包括利益合計 15,868 3,957

四半期包括利益 145,566 183,994

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 145,566 183,994

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）

　 該当事項はありません。
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