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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 5,803 30.3 △148 ― △151 ― 243 ―

29年3月期第3四半期 4,454 △18.4 △67 ― △74 ― △99 ―

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　330百万円 （―％） 29年3月期第3四半期　　23百万円 （―％）

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3四半期 38.11 ―

29年3月期第3四半期 △15.55 ―

(注) 平成28年10月1日を効力発生日として10株を1株とする株式併合を実施したため、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
百万円 百万円 ％

30年3月期第3四半期 16,707 3,025 18.1

29年3月期 10,646 2,695 25.3

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 3,025百万円 29年3月期 2,695百万円

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 ― 0.00 0.00

30年3月期 ― 0.00 ―

30年3月期（予想） 0.00 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

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 13,000 33.2 330 115.9 290 115.2 600 544.7 94.05

（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） ： 有

新規1社 （社名） 関東航空計器株式会社

(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 6,385,972 株 29年3月期 6,385,972 株

② 期末自己株式数 30年3月期3Q 6,791 株 29年3月期 6,650 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期3Q 6,379,229 株 29年3月期3Q 6,379,504 株

(注) 平成28年10月1日を効力発生日として10株を1株とする株式併合を実施したため、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、期中

平均株式数を算定しております。

※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

　上記に記載した予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は今後様々な要因により異なる結果となる可能性があり
ます。

　なお、業績予想に関する事項については、添付資料の2ページを参照してください。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に設備投資や個人消

費の持ち直しが続くなど、緩やかな回復基調となりました。

　このような状況の下で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の受注高は72億17百万円(前年同期比43.3%増)

となり、売上高は58億3百万円(前年同期比30.3%増)となりました。

　セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

紙工機械

受注高は27億21百万円(前年同期比17.2%増)、売上高は20億20百万円(前年同期比30.4%増)となりました。

受託生産

受注高は17億21百万円(前年同期比11.0%増)、売上高は16億85百万円(前年同期比19.5%増)となりました。

防衛機器

受注高は20億9百万円(前年同期の約３倍)、売上高は16億65百万円(前年同期比59.9%増)となりました。

その他

受注高は7億66百万円(前年同期比51.3%増)、売上高は4億32百万円(前年同期比4.6%減)となりました。

損益面におきましては、関東航空計器株式会社を連結子会社としたことにより売上高は前年同期に比べて増加し

たものの、アドバイザリー費用や研究開発費などのコスト増加により、営業損失は1億48百万円(前年同期は営業損

失67百万円)、経常損失は1億51百万円(前年同期は経常損失74百万円)となりました。親会社株主に帰属する四半期

純利益は、主に負ののれん発生益3億83百万円を計上したことにより、2億43百万円(前年同期は親会社株主に帰属す

る四半期純損失99百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

(イ)資産

流動資産は前連結会計年度末に比べ51億93百万円(66.4%)増加し、130億20百万円となりました。これは主に受取

手形及び売掛金が25億52百万円減少したものの、たな卸資産が70億86百万円増加したことによります。

　固定資産は前連結会計年度末に比べ8億67百万円(30.8%)増加し、36億87百万円となりました。これは有形固定資

産が6億69百万円、無形固定資産が28百万円、投資その他の資産が1億69百万円増加したことによります。

　この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ60億61百万円(56.9%)増加し、167億7百万円となりました。

　なお、このうち、第２四半期より連結子会社となりました関東航空計器株式会社の個別財務諸表における資産合

計は58億66百万円(流動資産55億5百万円、固定資産3億60百万円)であります。

(ロ)負債

流動負債は前連結会計年度末に比べ44億89百万円(68.5%)増加し、110億40百万円となりました。これは主に短期

借入金が31億21百万円、支払手形及び買掛金が7億91百万円増加したことによります。

　固定負債は前連結会計年度末に比べ12億41百万円(88.7%)増加し、26億40百万円となりました。これは主に長期

借入金が9億72百万円増加したことによります。

　この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ57億30百万円(72.1%)増加し、136億81百万円となりました。

　なお、このうち、第２四半期より連結子会社となりました関東航空計器株式会社の個別財務諸表における負債合

計は53億28百万円(流動負債46億15百万円、固定負債7億13百万円)であります。

(ハ)純資産

純資産合計は前連結会計年度末に比べ3億30百万円(12.3%)増加し、30億25百万円となりました。これは主に親会

社株主に帰属する四半期純利益2億43百万円の計上やその他有価証券評価差額金が87百万円増加したことによりま

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29年11月９日に公表した業績予想に変更はありません。
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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：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 303 488

受取手形及び売掛金 5,517 2,965

たな卸資産 1,965 9,051

その他 40 514

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 7,826 13,020

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 836 909

その他（純額） 976 1,572

有形固定資産合計 1,812 2,482

無形固定資産 28 56

投資その他の資産

投資有価証券 853 980

その他 131 174

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 978 1,148

固定資産合計 2,819 3,687

資産合計 10,646 16,707
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,767 3,559

短期借入金 2,950 6,071

1年内返済予定の長期借入金 90 210

賞与引当金 32 95

製品保証引当金 ― 13

その他 710 1,091

流動負債合計 6,551 11,040

固定負債

長期借入金 692 1,665

退職給付に係る負債 542 652

その他 164 323

固定負債合計 1,399 2,640

負債合計 7,950 13,681

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 36 36

利益剰余金 417 660

自己株式 △7 △7

株主資本合計 2,446 2,688

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 249 336

繰延ヘッジ損益 ― 0

その他の包括利益累計額合計 249 336

純資産合計 2,695 3,025

負債純資産合計 10,646 16,707
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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 4,454 5,803

売上原価 3,898 5,076

売上総利益 556 727

販売費及び一般管理費 623 875

営業損失（△） △67 △148

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 19 20

その他 4 12

営業外収益合計 24 33

営業外費用

支払利息 21 30

その他 9 6

営業外費用合計 31 36

経常損失（△） △74 △151

特別利益

負ののれん発生益 ― 383

事業譲渡益 ― 25

特別利益合計 ― 409

特別損失

固定資産処分損 2 1

貸倒引当金繰入額 0 ―

特別損失合計 3 1

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（△）

△77 256

法人税、住民税及び事業税 33 22

法人税等調整額 △12 △9

法人税等合計 21 12

四半期純利益又は四半期純損失（△） △99 243

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（△）

△99 243
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △99 243

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 123 87

繰延ヘッジ損益 ― 0

その他の包括利益合計 123 87

四半期包括利益 23 330

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 23 330

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）

当社は、平成29年８月31日付で関東航空計器株式会社の全株式を取得し、同社を連結子会社としました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間において、主に負ののれん発生益383百万円を計上したことにより、前連

結会計年度末に比べて利益剰余金が著しく増加しております。
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