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(百万円未満切捨て)

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 18,886 8.9 3,681 △3.4 3,648 0.6 2,471 △7.1
29年３月期第３四半期 17,344 0.2 3,810 17.5 3,626 17.0 2,661 21.5

(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 2,503百万円( 7.4％) 29年３月期第３四半期 2,331百万円( 12.1％)
　

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 102.23 －

29年３月期第３四半期 110.10 －
　

(注）当社は、平成29年４月22日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「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 33,715 24,117 71.4

29年３月期 30,690 21,977 71.5
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 24,063百万円 29年３月期 21,929百万円
　
　
　

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 － 25.00 － 35.00 60.00
30年３月期 － 8.00 －
30年３月期(予想) 8.00 16.00

(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29年４月22日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。平成29年３月期の配
当金については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

　　　

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 24,200 3.4 4,400 △13.2 4,200 △16.4 3,000 △19.6 124.09
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　　

（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 24,400,000株 29年３月期 24,400,000株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ 223,880株 29年３月期 223,880株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Ｑ 24,176,120株 29年３月期３Ｑ 24,176,408株

(注）当社は、平成29年４月22日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数(普通株式)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
（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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの
将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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（平成29年４月１日～平成29年12月31日）における世界経済は、安定的な拡大傾向が

続きました。米国では個人消費や好調な企業業績を受けて回復基調を強めており、欧州でもユーロ圏の内需拡大に

加え世界経済の回復を受けた輸出増により堅調に推移しました。中国では輸出増を背景に安定成長となり、新興国

においても緩やかな拡大が続きました。しかしながら地政学的リスクは継続しており、世界経済の下振れの要因を

内包しております。

わが国経済は、海外経済が緩やかに回復している影響を受け輸出や生産が持ち直し、企業収益が好調に推移して

おり、雇用・所得環境も改善し、緩やかな回復基調が継続しました。

当社グループの主要顧客であります自動車業界におきましては、ライトビークル市場（乗用車・小型商用車）で、

米国では減少しましたが、国内、欧州、中国、新興国などで増加傾向を継続したため、当社グループの販売数量も

堅調に推移しました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、自動車業界向けを中心に当社グループ製品の販売数量が

堅調に推移したことや原料高による販売単価上昇等により18,886百万円（前年同期比8.9％増）となりました。営業

利益は生産能力増強を目的とした設備投資による減価償却費の増加や研究開発費が増加したこと等により3,681百万

円（前年同期比3.4％減）となりましたが、経常利益は為替差損の縮小等の影響により3,648百万円（前年同期比0.6

％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、補助金収入が無かったことと生産合理化に伴うニューテックス事

業所の閉所による減損損失等の影響により2,471百万円（前年同期比7.1％減）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総資産は33,715百万円で、前連結会計年度末に比べ3,024百万円増加しまし

た。これは主に、機械装置及び運搬具の増加(858百万円)、原材料及び貯蔵品の増加(769百万円)、受取手形及び売

掛金の増加(663百万円)によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における負債は9,597百万円となり、前連結会計年度末に比べ884百万円増加しまし

た。これは主に、長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)の増加(2,061百万円)、支払手形及び買掛金の増加

(429百万円)、未払法人税等の減少(805百万円)によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産は24,117百万円で、前連結会計年度末に比べ2,140百万円増加しまし

た。これは主に、利益剰余金の増加(2,108百万円)によるものであります。

これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末71.5％から71.4％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月期通期の業績予想につきましては、平成29年11月13日に公表いたしました業績予想から変更してお

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 5,594,927 5,447,956

受取手形及び売掛金 4,630,450 5,293,705

有価証券 1,200,000 900,000

製品 2,268,432 2,718,912

仕掛品 1,582,099 1,957,914

原材料及び貯蔵品 1,703,021 2,472,223

その他 1,685,888 1,999,729

流動資産合計 18,664,819 20,790,441

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,551,122 2,644,219

機械装置及び運搬具（純額） 4,698,746 5,557,192

土地 1,484,243 1,588,194

建設仮勘定 1,170,290 654,650

その他（純額） 378,387 335,676

有形固定資産合計 10,282,791 10,779,934

無形固定資産 330,051 307,478

投資その他の資産 1,413,058 1,837,604

固定資産合計 12,025,901 12,925,017

資産合計 30,690,721 33,715,459

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 750,728 1,180,007

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 799,044 1,533,060

未払法人税等 1,008,279 202,803

賞与引当金 456,742 132,298

その他 1,727,698 1,250,242

流動負債合計 5,442,492 4,998,413

固定負債

長期借入金 3,045,992 4,373,871

退職給付に係る負債 970 1,043

その他 224,021 224,367

固定負債合計 3,270,984 4,599,282

負債合計 8,713,477 9,597,696

純資産の部

株主資本

資本金 787,100 787,100

資本剰余金 1,073,270 1,073,270

利益剰余金 19,846,504 21,955,450

自己株式 △83,308 △83,308

株主資本合計 21,623,566 23,732,512

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 189,601 233,128

為替換算調整勘定 151,234 134,284

退職給付に係る調整累計額 △34,839 △36,540

その他の包括利益累計額合計 305,996 330,872

非支配株主持分 47,680 54,377

純資産合計 21,977,244 24,117,762

負債純資産合計 30,690,721 33,715,459
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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 17,344,780 18,886,993

売上原価 11,122,413 12,363,009

売上総利益 6,222,367 6,523,983

販売費及び一般管理費 2,412,365 2,842,210

営業利益 3,810,001 3,681,772

営業外収益

受取利息 7,630 15,506

受取配当金 8,276 9,706

助成金収入 46,603 19,824

その他 34,468 36,377

営業外収益合計 96,978 81,414

営業外費用

支払利息 5,243 4,806

為替差損 204,464 43,237

持分法による投資損失 65,805 58,246

その他 4,759 8,196

営業外費用合計 280,272 114,486

経常利益 3,626,708 3,648,700

特別利益

投資有価証券売却益 41,097 943

補助金収入 100,000 －

特別利益合計 141,097 943

特別損失

減損損失 － 69,918

固定資産除却損 8,963 6,781

特別損失合計 8,963 76,699

税金等調整前四半期純利益 3,758,842 3,572,943

法人税、住民税及び事業税 1,188,090 978,426

法人税等調整額 72,929 116,977

法人税等合計 1,261,020 1,095,403

四半期純利益 2,497,822 2,477,540

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△163,923 5,952

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,661,745 2,471,587
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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 2,497,822 2,477,540

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,177 43,526

為替換算調整勘定 △112,928 △16,991

退職給付に係る調整額 △282 △1,700

持分法適用会社に対する持分相当額 △51,358 785

その他の包括利益合計 △166,746 25,620

四半期包括利益 2,331,075 2,503,160

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,531,420 2,496,463

非支配株主に係る四半期包括利益 △200,345 6,697
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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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