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1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年6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 ％

31年3月期第1四半期 14,601 △2.0 △916 ― △879 ― △693 ―

30年3月期第1四半期 14,901 3.8 △3 ― 5 △98.2 24 △90.0

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　△721百万円 （―％） 30年3月期第1四半期　　302百万円 （―％）

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

31年3月期第1四半期 △27.71 ―

30年3月期第1四半期 0.97 ―

(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

31年3月期第1四半期 54,264 28,159 51.7 1,120.61

30年3月期 59,953 29,521 49.0 1,174.26

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 28,054百万円 30年3月期 29,397百万円

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

30年3月期 ― ― ― 25.00 25.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） ― ― 25.00 25.00

（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31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 35,000 6.0 1,150 3.0 1,150 3.2 800 4.7 31.95

通期 80,000 5.3 5,700 16.0 5,700 18.3 4,000 12.3 159.77

（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） 31年3月期1Q 29,172,000 株 30年3月期 29,172,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 4,137,545 株 30年3月期 4,137,485 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 25,034,455 株 30年3月期1Q 25,034,645 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、四半期決

算短信（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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による成長戦略に基づく経済政策を背景に、企業収益

の向上や雇用情勢が改善するなど、総じて緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、海外経済は緩やかに回

復しておりますが、政策に関する不確実性や通商問題の動向など、依然として先行き不透明な状況が続いており

ます。

防災・情報通信業界におきましては、企業収益が改善するなか民間設備投資が緩やかに増加しておりますが、

原材料価格や労務費の上昇による工事コストの高騰など収益に影響を及ぼす可能性もあります。

このような状況のもと、当社グループは、全社を挙げて営業活動を推進したものの、受注高は21,778百万円(前

年同期比2.6％減)、売上高は14,601百万円(同2.0％減)といずれも前年同期に比べ、減少しました。利益につきま

しても、前年同期に比べ原価率が悪化したことや、前期から実施している経営計画に基づく先行投資により、販

売費及び一般管理費が増加したことなどから、営業損失は916百万円(前年同期は営業損失3百万円)、経常損失は

879百万円(前年同期は経常利益5百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は693百万円(前年同期は親会社株

主に帰属する四半期純利益24百万円)といずれも前年同期を下回る結果となりました。

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大

きいため、第４四半期連結会計期間の売上高と他の四半期連結会計期間の売上高との間に著しい相違があり、業

績に季節的変動があります。

　

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ5,689百万円減少し、

54,264百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したことなどによるものであります。

負債の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ4,327百万円減少し、26,105百万円となりました。

これは主に、未払法人税等やその他に含まれる未払金や未払費用が減少したことなどによるものであります。

また、純資産の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ1,361百万円減少し、28,159百万円となり

ました。これは主に、利益剰余金が減少したことなどによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点において平成30年４月27日

に公表いたしました予想数値に変更はありません。

今後、業績予想数値に修正が必要と判断された場合は速やかに公表いたします。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,023 5,936

受取手形及び売掛金 23,309 18,502

製品 4,148 4,883

仕掛品 562 708

原材料 3,407 3,542

未成工事支出金 2,295 3,102

その他 550 596

貸倒引当金 △67 △62

流動資産合計 43,232 37,209

固定資産

有形固定資産

土地 3,874 3,870

その他（純額） 4,953 5,081

有形固定資産合計 8,827 8,952

無形固定資産

のれん 279 234

その他 724 697

無形固定資産合計 1,004 931

投資その他の資産

その他 6,990 7,270

貸倒引当金 △101 △100

投資その他の資産合計 6,889 7,170

固定資産合計 16,721 17,054

資産合計 59,953 54,264

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,419 3,968

電子記録債務 6,725 6,440

短期借入金 1,441 1,344

未払法人税等 1,148 170

工事損失引当金 285 293

製品補償引当金 65 52

リコール関連引当金 185 156

その他 9,877 7,360

流動負債合計 24,148 19,786

固定負債

役員退職慰労引当金 3 4

退職給付に係る負債 5,338 5,361

その他 941 952

固定負債合計 6,283 6,318

負債合計 30,432 26,105
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,798 3,798

資本剰余金 2,728 2,728

利益剰余金 27,149 25,830

自己株式 △4,445 △4,445

株主資本合計 29,231 27,911

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,251 1,222

土地再評価差額金 △641 △641

為替換算調整勘定 △591 △621

退職給付に係る調整累計額 146 183

その他の包括利益累計額合計 166 142

非支配株主持分 124 105

純資産合計 29,521 28,159

負債純資産合計 59,953 54,264
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 14,901 14,601

売上原価 10,071 10,288

売上総利益 4,830 4,312

販売費及び一般管理費 4,833 5,229

営業損失（△） △3 △916

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 26 30

為替差益 - 22

その他 11 12

営業外収益合計 39 66

営業外費用

支払利息 7 8

売上割引 7 8

為替差損 0 -

その他 15 11

営業外費用合計 30 28

経常利益又は経常損失（△） 5 △879

特別利益

有形固定資産売却益 4 2

投資有価証券売却益 30 -

特別利益合計 34 2

特別損失

有形固定資産売却損 0 0

有形固定資産除却損 - 3

特別損失合計 0 3

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（△）

39 △880

法人税、住民税及び事業税 83 63

法人税等調整額 △63 △245

法人税等合計 19 △182

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19 △698

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △4 △4

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（△）

24 △693
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19 △698

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 181 △28

為替換算調整勘定 63 △30

退職給付に係る調整額 38 36

その他の包括利益合計 282 △23

四半期包括利益 302 △721

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 307 △717

非支配株主に係る四半期包括利益 △4 △4
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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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