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(百万円未満切捨て)

１．平成30年12月期第１四半期の連結業績（平成30年１月１日～平成30年３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12月期第１四半期 1,255 34.4 371 87.5 330 74.3 226 98.1

29年12月期第１四半期 934 － 198 － 189 － 114 －
(注) 包括利益 30年12月期第１四半期 220百万円( 104.2％) 29年12月期第１四半期 107百万円( －％)

　

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12月期第１四半期 27.27 －

29年12月期第１四半期 18.43 －
(注)１．当社は、平成28年12月期第１四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成29年12月期

第１四半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。
２．当社は、平成29年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、前連

結会計年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して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12月期第１四半期 5,538 4,803 86.7

29年12月期 5,376 4,707 87.5
(参考) 自己資本 30年12月期第１四半期 4,802百万円 29年12月期 4,707百万円
　

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12月期 － 0.00 － 15.00 15.00

30年12月期 －

30年12月期(予想) － 0.00 － 15.00 15.00
(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12月期の連結業績予想（平成30年１月１日～平成30年12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 4,564 16.7 918 6.9 915 9.0 631 9.9 76.07
(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)

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12月期１Ｑ 8,300,000株 29年12月期 8,300,000株

② 期末自己株式数 30年12月期１Ｑ －株 29年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年12月期１Ｑ 8,300,000株 29年12月期１Ｑ 6,200,000株

(注)当社は、平成29年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、前連
結会計年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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。
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１．四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12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,272,585 4,215,769

受取手形及び売掛金 569,105 741,665

仕掛品 158,700 143,746

原材料及び貯蔵品 3,395 3,341

繰延税金資産 44,354 64,118

その他 70,195 103,646

貸倒引当金 △815 △76

流動資産合計 5,117,521 5,272,212

固定資産

有形固定資産 101,083 112,402

無形固定資産 52,697 50,177

投資その他の資産

投資有価証券 12,763 13,245

繰延税金資産 19,454 19,359

その他 74,387 71,665

貸倒引当金 △926 △915

投資その他の資産合計 105,679 103,354

固定資産合計 259,460 265,934

資産合計 5,376,981 5,538,146

決算短信（宝印刷） 2018年05月11日 09時03分 4ページ（Tess 1.50(64) 20180315_01）



株式会社オロ(3983) 平成30年12月期 第１四半期決算短信

3

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 121,200 128,409

未払法人税等 136,399 132,636

賞与引当金 34,096 98,130

受注損失引当金 38,907 43,216

その他 338,838 332,626

流動負債合計 669,443 735,020

負債合計 669,443 735,020

純資産の部

株主資本

資本金 1,185,030 1,185,030

資本剰余金 1,095,030 1,095,030

利益剰余金 2,404,046 2,505,884

株主資本合計 4,684,106 4,785,944

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,938 3,216

為替換算調整勘定 20,492 13,309

その他の包括利益累計額合計 23,431 16,526

非支配株主持分 － 656

純資産合計 4,707,538 4,803,126

負債純資産合計 5,376,981 5,538,146
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 934,530 1,255,890

売上原価 475,566 606,479

売上総利益 458,964 649,411

販売費及び一般管理費 260,839 277,986

営業利益 198,124 371,424

営業外収益

受取利息及び配当金 127 978

為替差益 4,192 －

補助金収入 2,133 650

その他 49 26

営業外収益合計 6,503 1,655

営業外費用

株式交付費 4,193 －

上場関連費用 11,144 22,106

為替差損 － 20,940

その他 5 24

営業外費用合計 15,342 43,070

経常利益 189,285 330,009

特別損失

和解金 3,855 －

特別損失合計 3,855 －

税金等調整前四半期純利益 185,429 330,009

法人税、住民税及び事業税 72,722 122,710

法人税等調整額 △1,742 △19,791

法人税等合計 70,979 102,919

四半期純利益 114,449 227,089

非支配株主に帰属する四半期純利益 167 752

親会社株主に帰属する四半期純利益 114,282 226,337
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年３月31日)

四半期純利益 114,449 227,089

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 340 278

為替換算調整勘定 △6,993 △7,280

その他の包括利益合計 △6,653 △7,002

四半期包括利益 107,796 220,087

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 107,627 219,431

非支配株主に係る四半期包括利益 169 656
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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。

（セグメント情報等）

前第１四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31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
四半期連結損益計

算書計上額
ビジネス

ソリューション
事業

コミュニケー
ションデザイン

事業
計

売上高

　外部顧客への売上高 439,014 495,516 934,530 － 934,530

　
　セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 439,014 495,516 934,530 － 934,530

セグメント利益(注) 152,897 45,227 198,124 － 198,124

(注)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

当第１四半期連結累計期間(自 平成30年１月１日 至 平成30年３月31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
四半期連結損益計

算書計上額
ビジネス

ソリューション
事業

コミュニケー
ションデザイン

事業
計

売上高

　外部顧客への売上高 560,513 695,377 1,255,890 － 1,255,890

　
　セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 560,513 695,377 1,255,890 － 1,255,890

セグメント利益(注) 248,863 122,561 371,424 － 371,424

(注)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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