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(百万円未満切捨て)

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 2,945 3.8 142 81.5 201 99.4 110 220.8

30年3月期第1四半期 2,838 13.8 78 380.1 100 ― 34 ―

(注)包括利益 31年3月期第１四半期 12 百万円 (△96.2％) 30年3月期第１四半期 328 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 4.65 ―

30年3月期第1四半期 1.45 ―
　
（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 ％

31年3月期第1四半期 25,603 18,520 72.3

30年3月期 25,871 18,651 72.1

(参考) 自己資本 31年3月期第１四半期 18,520 百万円 30年3月期 18,651 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 ― 6.00 ― 6.00 12.00

31年3月期 ―

31年3月期(予想) 6.00 ― 30.00 ―

(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30年10月１日を効力発生日として普通株式5株を1株とする株式併合を予定しており、平成31年3月期（予想）の

1株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し,年間配当金合計は「―」として記載しております。
詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

　

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) 6,300 0.1 380 △2.3 440 9.3 280 21.3 11.78

通期 12,700 2.3 720 21.5 830 22.9 510 48.0 107.28

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　 ※平成31年3月期連結業績予想の1株当たり当期純利益は、株式併合を考慮した金額を記載しております。

詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
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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 ( )、除外 ―社 ( )

（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 24,835,758株 　30年3月期 24,835,758株

② 期末自己株式数 31年3月期1Ｑ 1,067,618株 　30年3月期 1,066,732株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Ｑ 23,768,778株 30年3月期1Ｑ 23,771,074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

１．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。

　

２．当社は平成30年6月28日開催の第94回定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成30年10月1日

を効力発生日として、普通株式5株を1株に併合することとしております。

　 なお、株式併合の影響を考慮しない場合の平成31年3月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりです。

　 ・平成31年3月期の配当予想（1株当たり期末配当金）：６円00銭

　 ・平成31年3月期の連結業績予想（1株当たり当期純利益）：21円46銭
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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、雇用環境や企業収益の改善等により緩やかな回復基調にある

ものの、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動の影響が懸念されるなど、先行き不透明な状況で推

移いたしました。

当社グループの主要取引先であります紙パルプ業界におきましては、国内需要の低迷等により、依然として厳

しい状況が継続しておりますが、海外需要はアジア地域の経済成長や通販市場の拡大により、堅調に推移してお

ります。

このような状況の中、当社グループの連結売上高は2,945百万円（前年同期比3.8％増）となりました。損益の

状況につきましては、売上高の増加に加え継続的なコスト削減対策により、連結営業利益は142百万円（前年同期

比81.5％増）、連結経常利益は201百万円（前年同期比99.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は110百

万円(前年同期比220.8％増）となりました。

セグメントの業績は次のとおりです。

＜抄紙用具関連事業＞

（日本）

内需につきましては、厳しい市場環境が続く中、抄紙用フエルトの販売数量は減少いたしましたが、懸命

な受注活動が奏功し、抄紙用ベルトの販売数量は増加いたしました。輸出につきましても、抄紙用フエルト

の販売数量は減少いたしましたが、抄紙用ベルトの販売数量は増加いたしました。この結果、売上高は

2,091百万円（前年同期比2.6％増）となりました。

（北米）

抄紙用ベルトの販売数量は横ばいで推移いたしましたが、抄紙用フエルトの販売数量が増加したことによ

り、売上高は315百万円（前年同期比2.7％増）となりました。

（欧州）

抄紙用フエルトの販売数量は横ばいで推移いたしましたが、抄紙用ベルトの販売数量が増加したことによ

り、売上高は270百万円（前年同期比25.4％増）となりました。

（中国）

抄紙用フエルトの販売数量は増加いたしましたが、抄紙用ベルトの販売数量が減少したことにより、売上

高は124百万円（前年同期比24.6％減）となりました。

＜工業用事業＞

内需及び輸出ともに増加したことにより、売上高は143百万円（前年同期比27.3％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総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ268百万円減少し、25,603百万

円となりました。これは主として現金及び預金が89百万円増加した一方、投資有価証券が178百万円、受取手形及

び売掛金が134百万円減少したことによるものです。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ138百万円減少し、7,082百万円となりました。これは主として

買掛金が124百万円増加した一方、未払法人税等が174百万円、賞与引当金が143百万円減少したことによるもので

す。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ130百万円減少し、18,520百万円となりました。これは主とし

てその他有価証券評価差額金が131百万円、利益剰余金32百万円減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成30年5月15日に公表いたしました平成31年3月期第2四半期連結累計期間及び通期

の業績予想から変更しておりません。

決算短信（宝印刷） 2018年07月30日 10時10分 4ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）

- 2 -

イチカワ㈱(3513) 平成31年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)



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 3,171,341 3,260,696

受取手形及び売掛金 4,813,792 4,679,689

商品及び製品 1,780,240 1,960,644

仕掛品 919,402 920,884

原材料及び貯蔵品 528,027 533,427

その他 128,722 119,655

貸倒引当金 △346 △464

流動資産合計 11,341,179 11,474,533

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,274,326 5,166,150

機械装置及び運搬具（純額） 2,547,164 2,401,811

リース資産（純額） 96,988 99,966

その他（純額） 2,030,178 2,080,666

有形固定資産合計 9,948,657 9,748,594

無形固定資産 116,318 105,989

投資その他の資産

投資有価証券 4,376,335 4,197,742

繰延税金資産 40,557 32,873

その他 98,022 93,003

貸倒引当金 △49,096 △49,496

投資その他の資産合計 4,465,819 4,274,122

固定資産合計 14,530,796 14,128,707

資産合計 25,871,976 25,603,240

決算短信（宝印刷） 2018年07月30日 10時10分 5ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）

- 3 -

イチカワ㈱(3513) 平成31年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)



(単位：千円)

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 593,097 718,069

短期借入金 860,000 860,000

リース債務 63,434 62,764

未払法人税等 196,250 21,745

賞与引当金 302,622 159,287

役員賞与引当金 9,000 9,000

その他 973,235 1,055,861

流動負債合計 2,997,639 2,886,727

固定負債

リース債務 72,587 74,097

退職給付に係る負債 3,168,667 3,120,662

繰延税金負債 917,013 936,011

その他 64,545 64,821

固定負債合計 4,222,813 4,195,592

負債合計 7,220,453 7,082,319

純資産の部

株主資本

資本金 3,594,803 3,594,803

資本剰余金 2,322,038 2,322,038

利益剰余金 11,661,891 11,629,649

自己株式 △348,089 △348,409

株主資本合計 17,230,644 17,198,082

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,623,337 1,491,377

為替換算調整勘定 △40,576 △22,787

退職給付に係る調整累計額 △161,882 △145,752

その他の包括利益累計額合計 1,420,878 1,322,838

純資産合計 18,651,522 18,520,920

負債純資産合計 25,871,976 25,603,240
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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 2,838,915 2,945,749

売上原価 1,798,466 1,766,654

売上総利益 1,040,448 1,179,095

販売費及び一般管理費 961,980 1,036,672

営業利益 78,468 142,422

営業外収益

受取配当金 43,157 44,526

為替差益 - 17,790

その他 11,815 13,565

営業外収益合計 54,972 75,882

営業外費用

支払利息 6,678 3,395

為替差損 17,641 -

訴訟関連費用 2,016 6,557

その他 6,203 7,144

営業外費用合計 32,539 17,098

経常利益 100,900 201,206

特別損失

減損損失 1,069 -

ゴルフ会員権評価損 - 4,595

特別損失合計 1,069 4,595

税金等調整前四半期純利益 99,830 196,611

法人税、住民税及び事業税 103,710 13,388

法人税等調整額 △38,336 72,684

法人税等合計 65,374 86,072

四半期純利益 34,456 110,538

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 34,456 110,538
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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 34,456 110,538

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 244,473 △131,960

為替換算調整勘定 18,321 17,789

退職給付に係る調整額 31,104 16,130

その他の包括利益合計 293,900 △98,040

四半期包括利益 328,356 12,498

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 328,356 12,498

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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。

（追加情報）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当第1四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の

区分に表示しております。

　

（セグメント情報等）

Ⅰ 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)

１．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

抄紙用具関連事業
工業用
事業

計

日本 北米 欧州 中国

売上高

外部顧客への売上高 2,037,627 307,484 215,534 165,706 112,562 2,838,915 ― 2,838,915

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

416,649 ― ― 69,476 9,210 495,335 △495,335 ―

計 2,454,276 307,484 215,534 235,182 121,772 3,334,250 △495,335 2,838,915

セグメント利益
又は損失(△)

298,430 15,528 △15,993 17,700 1,377 317,043 △238,575 78,468

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△238,575千円には、セグメント間消去1,049千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△384,271千円、棚卸資産の調整額126,027千円、為替レート差額13,313千円、貸

倒引当金の修正等5,306千円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に

係る費用であります。

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います。

３ 地域ごとの情報

売上高 (単位：千円)

日本 北米 欧州 中国 その他の地域 合計

1,556,201 274,853 200,963 485,624 321,272 2,838,915

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
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Ⅱ 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)

１．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

抄紙用具関連事業
工業用
事業

計

日本 北米 欧州 中国

売上高

外部顧客への売上高 2,091,490 315,726 270,312 124,904 143,315 2,945,749 ― 2,945,749

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

450,378 ― ― 80,151 4,255 534,784 △534,784 ―

計 2,541,868 315,726 270,312 205,055 147,571 3,480,534 △534,784 2,945,749

セグメント利益
又は損失(△)

369,499 6,278 △13,214 16,899 18,925 398,389 △255,967 142,422

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△255,967千円には、セグメント間消去441千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△402,142千円、棚卸資産の調整額135,348千円、為替レート差額7,262千円、貸倒

引当金の修正等3,121千円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係

る費用であります。

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います。

３ 地域ごとの情報

売上高 (単位：千円)

日本 北米 欧州 中国 その他の地域 合計

1,571,954 291,632 220,589 468,597 392,976 2,945,749

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
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