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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 3,314 8.7 57 218.6 64 171.9 49 392.5

29年12月期第1四半期 3,049 △12.4 18 △39.0 23 △16.1 10 △56.9

（注）包括利益 30年12月期第1四半期　　△40百万円 （14.2％） 29年12月期第1四半期　　△46百万円 （―％）

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 3.97 ―

29年12月期第1四半期 0.81 ―

(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12月期第1四半期 6,704 2,673 39.9 214.71

29年12月期 6,889 2,744 39.8 220.43

（参考）自己資本 30年12月期第1四半期 2,673百万円 29年12月期 2,744百万円

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 ― 2.50 2.50

30年12月期 ―

30年12月期（予想） 0.00 ― 2.50 2.50

（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 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 ％ 円 銭

通期 14,500 5.3 120 9.5 9.64

（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12月期1Q 12,451,300 株 29年12月期 12,451,300 株

② 期末自己株式数 30年12月期1Q 71 株 29年12月期 71 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年12月期1Q 12,451,229 株 29年12月期1Q 12,451,230 株

※ 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

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。

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、決算短信（添付資料）　２ページ「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１四半期連結累計期間（平成30年１月１日から平成30年３月31日まで）におけるわが国経済は、企業収益や雇

用環境に改善が見られ、緩やかな回復基調が続いておりますが、一方では、海外の政治・経済動向など不確定な要素

が増加し、景気の先行きは不透明な状況が継続しております。

当第１四半期連結累計期間の売上高は、33億14百万円（前年同四半期比２億64百万円 8.7％増）、売上総利益も３

億94百万円（前年同四半期比47百万円 13.7％増）となりました。

営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても、それぞれ57百万円（前年同四半期比39

百万円 218.6％増）、64百万円（前年同四半期比40百万円 171.9％増）、49百万円（前年同四半期比39百万円

392.5％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に対して１億85百万円減少し、67億４百万円となり

ました。これは流動資産のたな卸資産が１億82百万円増加したのに対し、現金及び預金が63百万円、受取手形及び売

掛金が２億82百万円減少したのが主な要因であります。

負債合計は、１億13百万円減少し、40億31百万円となりました。これは買掛金が56百万円、短期借入金が10百万円、

1年内返済予定の長期借入金が21百万円、流動負債の「その他」が36百万円減少したのが主な要因であります。

純資産の部は、71百万円減少し、26億73百万円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純利益の計上49

百万円、剰余金の配当による減少31百万円及び為替換算調整勘定の減少89百万円等となり、自己資本比率は39.9％と

なっております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年２月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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 2,123,314 2,059,596

受取手形及び売掛金 2,898,763 2,616,329

たな卸資産 1,165,756 1,348,502

その他 96,173 96,221

貸倒引当金 △2,159 △2,052

流動資産合計 6,281,848 6,118,597

固定資産

有形固定資産 343,990 329,210

無形固定資産 11,632 17,055

投資その他の資産

その他 551,701 543,809

貸倒引当金 △299,355 △304,041

投資その他の資産合計 252,345 239,768

固定資産合計 607,968 586,035

資産合計 6,889,816 6,704,632

負債の部

流動負債

買掛金 3,307,874 3,251,207

短期借入金 169,500 159,360

1年内返済予定の長期借入金 57,470 35,990

未払法人税等 57,003 30,704

賞与引当金 － 28,880

役員賞与引当金 － 4,662

その他 331,041 294,738

流動負債合計 3,922,890 3,805,541

固定負債

退職給付に係る負債 154,331 154,881

役員退職慰労引当金 38,931 38,931

資産除去債務 16,972 16,953

その他 12,094 14,917

固定負債合計 222,329 225,683

負債合計 4,145,219 4,031,225

純資産の部

株主資本

資本金 650,000 650,000

資本剰余金 65,801 65,801

利益剰余金 2,006,726 2,025,071

自己株式 △15 △15

株主資本合計 2,722,512 2,740,857

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,937 10,284

為替換算調整勘定 39,030 △50,169

退職給付に係る調整累計額 △27,883 △27,566

その他の包括利益累計額合計 22,084 △67,450

純資産合計 2,744,596 2,673,406

負債純資産合計 6,889,816 6,704,632
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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 3,049,954 3,314,112

売上原価 2,702,807 2,919,393

売上総利益 347,147 394,718

販売費及び一般管理費 329,003 336,908

営業利益 18,144 57,809

営業外収益

受取利息 1,927 1,774

受取配当金 1,065 875

為替差益 1,636 3,570

その他 2,690 1,504

営業外収益合計 7,319 7,724

営業外費用

支払利息 1,494 1,058

その他 317 179

営業外費用合計 1,812 1,237

経常利益 23,651 64,296

特別利益

固定資産売却益 － 1,442

特別利益合計 － 1,442

特別損失

固定資産除却損 1,375 －

特別損失合計 1,375 －

税金等調整前四半期純利益 22,275 65,739

法人税、住民税及び事業税 9,578 13,076

法人税等調整額 2,651 3,190

法人税等合計 12,230 16,266

四半期純利益 10,045 49,472

親会社株主に帰属する四半期純利益 10,045 49,472
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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 10,045 49,472

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 719 △652

為替換算調整勘定 △58,022 △89,199

退職給付に係る調整額 557 317

その他の包括利益合計 △56,745 △89,534

四半期包括利益 △46,700 △40,062

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △46,700 △40,062
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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。

決算短信（宝印刷） 2018年05月09日 14時46分 6ページ（Tess 1.50(64) 20180315_01）


	短信表紙.pdf
	短信本文

