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1. 平成30年7月期第3四半期の連結業績（平成29年8月1日～平成30年4月30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7月期第3四半期 4,678 △10.2 151 △37.1 154 △36.6 109 △27.0

29年7月期第3四半期 5,208 ― 240 ― 243 ― 149 ―

（注）包括利益 30年7月期第3四半期　　112百万円 （△28.9％） 29年7月期第3四半期　　158百万円 （―％）

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7月期第3四半期 61.60 ―

29年7月期第3四半期 84.35 ―

※平成29年7月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成29年7月期第3四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりま

せん。

(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7月期第3四半期 8,004 3,407 42.6

29年7月期 6,884 3,388 49.2

（参考）自己資本 30年7月期第3四半期 3,407百万円 29年7月期 3,388百万円

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7月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

30年7月期 ― 20.00 ―

30年7月期（予想） 20.00 40.00

（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 7月期の連結業績予想（平成29年 8月 1日～平成30年 7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 6,700 0.7 240 △18.4 242 △18.6 166 △12.1 93.40

（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7月期3Q 1,798,800 株 29年7月期 1,798,800 株

② 期末自己株式数 30年7月期3Q 32,669 株 29年7月期 21,469 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年7月期3Q 1,775,854 株 29年7月期3Q 1,777,331 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2ページ「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におけるわが国経済は、個人消費に緩やかな持ち直しの動きが見られ、企業収益や雇

用・所得環境に改善が見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような状況のなか、当社グループは海外事業の拡大、グループ会社間の事業連携強化に取り組んでまいりま

した。

当第３四半期連結累計期間における売上高は4,678百万円（前年同期比10.2%減）となりました。利益につきまし

ては、営業利益は151百万円（前年同期比37.1%減）、経常利益は154百万円（前年同期比36.6%減）、親会社株主に

帰属する四半期純利益は109百万円（前年同期比27.0%減）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①包装機械事業

製袋自動包装機の販売台数が減少したこと等に伴い、売上高は4,183百万円（前年同期比5.6%減）、営業利益は

185百万円（前年同期比40.3%減）となりました。

②生産機械事業

大型のプラント案件の販売実績が減少したことに伴い、売上高は497百万円（前年同期比36.0%減）、営業損失

は34百万円（前年同期は営業利益6百万円）となりました。

なお当社グループの各四半期の売上高は、受注案件の売上計上時期の偏りと高額案件の有無等により、大きく変

動する傾向にあります。一方、販売費及び一般管理費は比較的変動が少ないことから、利益につきましても、売上

高に大きく影響されることとなり、各四半期の業績は大きく変動する傾向があります。

（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資産合計は8,004百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,119百万円増

加いたしました。この主たる要因は、棚卸資産が1,093百万円増加したこと等によります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は4,596百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,100百万円増

加いたしました。この主たる要因は、前受金が611百万円、仕入債務が589百万円、それぞれ増加したこと等により

ます。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は3,407百万円となり、前連結会計年度末に比べて18百万円増加

いたしました。この主たる要因は、自己株式が47百万円増加したものの、利益剰余金が38百万円、資本剰余金が24

百万円、それぞれ増加したこと等によります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の見通しにつきましては、包装機械セグメント・生産機械セグメントともに受注は好調に推移しており、第

４四半期連結会計期間における売上予定案件の計上により、売上高は通期の計画の達成を見込んでおります。利益

につきましても、包装機械セグメントにおける新規開発機種の利益率改善の取り組みは計画通りに進んでいること

から、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は計画を達成できるものと見込んでおります。

平成30年７月期通期連結業績予想につきましては、平成29年12月１日に公表いたしました業績予想から変更はあ

りません。なお、今後の業績動向を踏まえ、業績予想の修正が必要となった場合は、速やかに開示いたします。
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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７月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,408,327 1,478,231

受取手形及び売掛金 1,437,958 1,255,274

仕掛品 724,631 1,735,059

原材料及び貯蔵品 329,082 411,792

未収入金 204,020 361,638

その他 93,312 156,145

流動資産合計 4,197,333 5,398,141

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 435,757 415,606

土地 646,125 646,125

その他（純額） 20,420 17,779

有形固定資産合計 1,102,303 1,079,511

無形固定資産

のれん 696,422 669,052

技術資産 627,681 603,012

その他 150,560 139,313

無形固定資産合計 1,474,664 1,411,378

投資その他の資産 110,401 115,501

固定資産合計 2,687,369 2,606,390

資産合計 6,884,702 8,004,532

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,172,796 1,762,750

1年内返済予定の長期借入金 111,996 111,996

未払法人税等 79,500 25,620

前受金 419,357 1,031,116

賞与引当金 - 64,378

役員賞与引当金 16,000 -

製品保証引当金 20,108 20,440

受注損失引当金 - 14,042

その他 494,057 467,862

流動負債合計 2,313,817 3,498,208

固定負債

長期借入金 746,674 663,177

役員退職慰労引当金 74,500 -

株式給付引当金 - 6,412

退職給付に係る負債 37,274 39,929

その他 323,752 389,240

固定負債合計 1,182,200 1,098,759

負債合計 3,496,017 4,596,967
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年７月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年４月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 251,577 251,577

資本剰余金 282,269 306,392

利益剰余金 2,858,644 2,896,939

自己株式 △20,134 △67,206

株主資本合計 3,372,355 3,387,702

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 18,115 20,820

為替換算調整勘定 △1,786 △958

その他の包括利益累計額合計 16,329 19,862

純資産合計 3,388,684 3,407,564

負債純資産合計 6,884,702 8,004,532
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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８月１日
　至 平成29年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年８月１日
　至 平成30年４月30日)

売上高 5,208,661 4,678,099

売上原価 3,906,129 3,518,270

売上総利益 1,302,532 1,159,828

販売費及び一般管理費 1,061,808 1,008,372

営業利益 240,724 151,455

営業外収益

受取利息 143 222

受取配当金 334 375

仕入割引 2,053 2,077

為替差益 - 1,676

その他 4,423 2,853

営業外収益合計 6,954 7,205

営業外費用

支払利息 4,230 4,344

その他 210 -

営業外費用合計 4,440 4,344

経常利益 243,238 154,315

特別利益

固定資産売却益 3,785 -

特別利益合計 3,785 -

特別損失

固定資産売却損 543 -

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 543 0

税金等調整前四半期純利益 246,480 154,315

法人税、住民税及び事業税 120,538 70,583

法人税等調整額 △23,969 △25,657

法人税等合計 96,569 44,926

四半期純利益 149,911 109,389

親会社株主に帰属する四半期純利益 149,911 109,389
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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８月１日
　至 平成29年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年８月１日
　至 平成30年４月30日)

四半期純利益 149,911 109,389

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,187 2,705

為替換算調整勘定 1,743 827

その他の包括利益合計 8,930 3,533

四半期包括利益 158,841 112,922

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 158,841 112,922
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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）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成28年８月１日 至 平成29年４月30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
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２包装機械 生産機械 計

売上高

外部顧客への売上高 4,431,192 777,468 5,208,661 ― 5,208,661

セグメント間の内部売上高又
は振替高

― ― ― ― ―

計 4,431,192 777,468 5,208,661 ― 5,208,661

セグメント利益 310,296 6,375 316,672 △75,948 240,724

(注) １ セグメント利益の調整額△75,948千円は、企業結合に係る取得関連費用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成29年８月１日 至 平成30年４月30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
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２包装機械 生産機械 計

売上高

外部顧客への売上高 4,183,230 494,868 4,678,099 ― 4,678,099

セグメント間の内部売上高又
は振替高

― 2,776 2,776 △2,776 ―

計 4,183,230 497,644 4,680,875 △2,776 4,678,099

セグメント利益又は損失(△) 185,364 △34,372 150,991 463 151,455

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額463千円は、セグメント間取引の消去であります。

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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