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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 6,576 25.2 628 453.2 621 － 355 －

30年３月期第１四半期 5,254 6.9 113 △33.6 △126 － △49 －
(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 201百万円( 219.1％) 30年３月期第１四半期 63百万円( －％)
　

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 54.25 －

30年３月期第１四半期 △7.49 －
　

(注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株を１株に併合しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に
当該株式併合が行われたと仮定し、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 ％

31年３月期第１四半期 35,858 19,460 44.3

30年３月期 35,603 19,489 44.7
(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 15,882百万円 30年３月期 15,897百万円
　
　
　

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 － 2.00 － 42.00 －

31年３月期 －

31年３月期(予想) 25.00 － 39.00 64.00
(注1)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

(注2)当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株を１株に併合しております。これに伴い、平成30年３月期の第２四半
期の配当金につきましては、株式併合前の実際の配当金の額を記載し、年間配当金合計は「－」として記載してお
ります。

　

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) 14,700 19.8 1,150 80.7 1,150 144.7 600 101.4 91.50

通期 30,000 3.4 2,400 2.7 2,400 8.7 1,400 2.0 213.50
(注1)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 ： 有
　

(注)詳細は、添付資料Ｐ.７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事
項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注)詳細は、添付資料Ｐ.７「２．四半期連結財務諸表及び及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記
事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

　

（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 6,578,122株 30年３月期 6,578,122株

② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 22,971株 30年３月期 22,671株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 6,555,261株 30年３月期１Ｑ 6,559,300株
　

(注)当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株を１株に併合しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に
当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数および期中平均株式数を算定しておりま
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
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。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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産、設備投資の増加等により、景気は緩やかに回復してま

いりました。今後におきましては、通商問題、海外経済の不確実性による影響等が懸念されます。

このような状況のなか、(社)日本工作機械工業会の平成30年１月～３月における受注総額は4,924億円となり、前

年同期間比37.7％増となりました。内需は、1,893億円（前年同期間比44.8％増）、外需3,030億円（前年同期間比

33.6％増）となり、外需比率61.5％となっております。

当社グループにおきましては、主に日本・欧州において需要が増加したことにより、当第１四半期連結累計期間

の売上高は6,576百万円となり、前年同累計期間に比べ25.2％増となりました。利益につきましては、売上高増及び

原価低減活動により営業利益は628百万円（前年同累計期間比453.2％増）、経常利益は621百万円（前年同累計期間

は経常損失126百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は355百万円（前年同累計期間は親会社株主に帰属す

る四半期純損失49百万円）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における総資産は、前連結会計年度末に比べ255百万円増加し、35,858百万円となり

ました。この増加は受取手形及び売掛金、その他（流動資産）がそれぞれ1,864百万円、245百万円減少いたしまし

たが、主に現金及び預金、電子記録債権、有価証券、たな卸資産がそれぞれ520百万円、648百万円、200百万円、

1,169百万円増加したこと等によるものであります。

また、負債は前連結会計年度末に比べ284百万円増加し、16,397百万円となりました。この増加は、電子記録債務

35百万円の減少もありましたが、主に支払手形及び買掛金、賞与引当金がそれぞれ172百万円、142百万円増加した

こと等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ29百万円減少し、19,460百万円となりました。この減少は、利益剰余金125百

万円の増加もありましたが、主にその他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定、非支配株主持分がそれぞれ11百

万円、129百万円、非支配株主持分14百万円減少したこと等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年３月期の連結業績予想につきましては、平成30年５月15日付「平成30年３月期決算短信[日本基準]（連

結）」にて公表いたしました連結業績予想から変更はございません。
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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 7,154,228 7,674,371

受取手形及び売掛金 9,421,080 7,556,984

電子記録債権 782,955 1,431,454

有価証券 600,000 800,000

商品及び製品 1,579,645 1,624,123

仕掛品 2,292,447 3,180,550

原材料及び貯蔵品 4,114,224 4,351,638

その他 1,293,341 1,047,760

貸倒引当金 △374,615 △283,159

流動資産合計 26,863,308 27,383,723

固定資産

有形固定資産

土地 3,475,394 3,411,869

その他（純額） 4,461,493 4,401,220

有形固定資産合計 7,936,888 7,813,089

無形固定資産 4,963 5,364

投資その他の資産

その他 798,018 656,052

投資その他の資産合計 798,018 656,052

固定資産合計 8,739,869 8,474,507

資産合計 35,603,177 35,858,231
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(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 5,265,366 5,437,802

電子記録債務 2,279,093 2,243,377

短期借入金 2,950,840 3,288,522

未払法人税等 402,638 294,853

賞与引当金 183,398 325,713

役員賞与引当金 37,860 970

製品保証引当金 102,950 101,594

その他 1,704,123 1,561,198

流動負債合計 12,926,271 13,254,033

固定負債

長期借入金 2,106,195 2,277,354

退職給付に係る負債 841,747 841,963

資産除去債務 23,218 23,231

その他 215,764 988

固定負債合計 3,186,924 3,143,537

負債合計 16,113,196 16,397,570

純資産の部

株主資本

資本金 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,568,472 1,568,472

利益剰余金 11,629,440 11,754,571

自己株式 △40,933 △41,521

株主資本合計 15,476,004 15,600,547

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 93,858 81,943

為替換算調整勘定 379,479 250,213

退職給付に係る調整累計額 △51,819 △50,122

その他の包括利益累計額合計 421,519 282,034

非支配株主持分 3,592,457 3,578,079

純資産合計 19,489,981 19,460,660

負債純資産合計 35,603,177 35,858,231
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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 5,254,651 6,576,948

売上原価 3,961,099 4,616,936

売上総利益 1,293,551 1,960,012

販売費及び一般管理費 1,179,906 1,331,365

営業利益 113,645 628,646

営業外収益

受取利息 6,650 6,475

受取配当金 3,348 3,789

保険解約返戻金 － 10,454

その他 7,171 10,784

営業外収益合計 17,169 31,503

営業外費用

支払利息 8,038 9,366

為替差損 246,205 24,215

その他 2,603 5,202

営業外費用合計 256,846 38,784

経常利益又は経常損失（△） △126,031 621,364

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（△）

△126,031 621,364

法人税等 △25,861 143,148

四半期純利益又は四半期純損失（△） △100,170 478,215

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△51,015 122,612

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（△）

△49,154 355,603
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △100,170 478,215

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 15,311 △11,915

為替換算調整勘定 146,074 △266,639

退職給付に係る調整額 2,001 2,079

その他の包括利益合計 163,387 △276,475

四半期包括利益 63,216 201,740

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 39,093 216,119

非支配株主に係る四半期包括利益 24,123 △14,378
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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）

　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)

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）

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)

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、一部の連結子会社においては、

原則的な方法によっております。

　

（会計方針の変更）

(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日改正)を当第１

四半期連結会計期間から適用し、個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを見直

しております。また、当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務

諸表となっております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表は、遡及処理を行う前と比べて、繰延税金負債が20百万円減少、

利益剰余金が同額増加しております。

なお、前第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に与える影響はありません。

　

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更）

当社におけるたな卸資産（仕掛品）の評価方法は、従来、主として先入先出法（貸借対照表価額は収益性の

低下による簿価切下げの方法）によっておりましたが、経営環境の変動に対応すべく、生産体制の最適化を進

め課題点の抽出と原価低減を図り継続的に利益を生み出していくことを目的とした、より精緻な原価計算シス

テムへの変更により、当第１四半期連結会計期間より、主として個別法（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）へ変更しております。

過去の連結会計年度に関する当該たな卸資産については、個別法による原価計算を行うために必要な受払情

報が収集されておらず、遡及適用による累積的影響額を算定することは実務上不可能であるため、変更後の評

価方法に基づく当連結会計年度の期首の仕掛品の帳簿価額と、前連結会計年度の期末における仕掛品の帳簿価

額の差額を基に算定した累積的影響額を、当連結会計年度の期首残高に反映しております。

この結果、当連結会計年度の期首の純資産の帳簿価額に反映された会計方針の変更の累積的影響額により、

利益剰余金の遡及適用後の期首残高は44,855千円増加しております。また、従来の方法と比べて、当第１四半

期連結累計期間末の商品及び製品、仕掛品はそれぞれ43,588千円、43,514千円増加しており、当第１四半期連

結累計期間末の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ22,599千円増加しております。

　

（IFRS第9号「金融商品」及びIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用）

在外連結子会社において、当第1四半期連結会計期間よりIFRS9号「金融商品」及びIFRS15号「顧客との契約

から生じる収益」を適用しています。

なお、当第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微です。
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（追加情報）

(連結貸借対照表)

当社は、経営環境の変動に対応すべく、生産体制の最適化を進め課題点の抽出と原価低減を図り継続的に利

益を生み出していくことを目的とした、より精緻な原価計算システムへ変更いたしました。

これに伴い、「商品及び製品」、「仕掛品」及び「原材料及び貯蔵品」の定義を見直しております。この結

果、前連結会計年度末の貸借対照表において、「仕掛品」に表示していた金額のうち2,471,242千円を、「商品

及び製品」に341,040千円及び「原材料及び貯蔵品」に2,130,202千円組替えております。

　

(『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区分に表示しております。
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