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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 7,467 4.5 302 19.4 348 △3.5 250 △9.8

30年３月期第１四半期 7,149 9.9 253 109.7 360 196.3 278 188.6
(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 202百万円(△41.6％) 30年３月期第１四半期 346百万円( －％)
　

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 11.19 －

30年３月期第１四半期 12.41 －
　

　

（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 25,539 13,499 52.6

30年３月期 25,467 13,544 52.9
(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 13,424百万円 30年３月期 13,470百万円
　

　　

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 － － － 11.00 11.00

31年３月期 －

31年３月期(予想) － － 11.00 11.00
(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) 15,000 2.3 470 △8.6 520 △20.5 370 △24.5 16.51

通期 30,000 1.9 900 △5.3 1,000 △8.4 700 △18.5 31.24
(注) 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 ： 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 22,558,063株 30年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 152,443株 30年３月期 152,379株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 22,405,641株 30年３月期１Ｑ 22,405,940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、添付資料P.2「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、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続き

ましたが、米国の保護主義的な通商政策による貿易摩擦の懸念など、依然として先行き不透明な状況で推移いたし

ました。

　このような状況下におきまして、当第１四半期連結累計期間の売上高は74億6千7百万円と前年同四半期比4.5％増

加し、営業利益につきましても3億2百万円と前年同四半期比19.4％増加いたしました。

　経常利益は3億4千8百万円と前年同四半期比3.5％減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても2億

5千万円と前年同四半期比9.8％の減少となりました。

　セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等の鋼材を販売しております商事部門は、

売上高は42億8千5百万円と前年同四半期比4.0％増加、セグメント利益（営業利益）は1億4千9百万円と前年同四半

期比24.4％の増加となりました。

　焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鈑金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきまして

は、売上高は3億9千3百万円と前年同四半期比1.4％増加、セグメント利益（営業利益）は5千2百万円と前年同四半

期比15.6％の減少となりました。鈑金加工品部門は、売上高は17億8千8百万円と前年同四半期比2.2％減少、セグメ

ント利益（営業利益）は2億6千1百万円と前年同四半期比6.4％の増加となりました。

　また、海外事業につきましては、売上高は10億円と23.3％増加、セグメント利益（営業利益）は1億8百万円と前

年同四半期比30.0％の増加となりました。

（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、前連結会計年度末より7千2百万円増加し、255億3千9百万円とな

りました。主な内訳は以下のとおりであります。

　（イ）流動資産

流動資産の残高は、主に商品及び製品の増加により171億4千4百万円（前連結会計年度末比2千万円増加）となり

ました。

　（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に機械装置及び運搬具の増加により83億9千4百万円（前連結会計年度末比5千1百万円増

加）となりました。

　（ハ）流動負債

流動負債の残高は、主に支払手形及び買掛金の増加により100億9千4百万円（前連結会計年度末比1億1千2百万円

増加）となりました。

　（二）固定負債

固定負債の残高は、主に退職給付に係る負債の増加により19億4千5百万円（前連結会計年度末比4百万円増加）と

なりました。

　（ホ）純資産

純資産の残高は、主に為替換算調整勘定の減少により134億9千9百万円（前連結会計年度末比4千4百万円減少）と

なりました。

　

（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、現時点において、平成30年５月11日に発表いたしました業績予想を変更しておりま

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 5,340,378 4,858,423

受取手形及び売掛金 6,856,977 6,977,266

電子記録債権 1,380,782 1,448,713

商品及び製品 2,562,007 2,805,334

仕掛品 404,912 471,785

原材料及び貯蔵品 423,895 370,005

その他 164,992 223,659

貸倒引当金 △9,881 △10,201

流動資産合計 17,124,064 17,144,986

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,713,892 1,703,552

機械装置及び運搬具（純額） 1,764,180 1,810,736

工具、器具及び備品（純額） 102,614 115,215

土地 1,492,010 1,474,982

リース資産（純額） 85,962 87,597

建設仮勘定 304,966 309,878

有形固定資産合計 5,463,626 5,501,962

無形固定資産 54,377 52,681

投資その他の資産

投資有価証券 1,954,385 1,945,095

退職給付に係る資産 145,702 145,349

その他 733,765 757,305

貸倒引当金 △8,640 △8,000

投資その他の資産合計 2,825,213 2,839,750

固定資産合計 8,343,217 8,394,393

資産合計 25,467,282 25,539,380
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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 8,142,917 8,269,147

短期借入金 634,512 501,153

未払法人税等 225,463 98,086

未払消費税等 16,583 32,990

賞与引当金 259,292 129,775

役員賞与引当金 49,000 12,250

その他 654,214 1,050,878

流動負債合計 9,981,983 10,094,280

固定負債

長期借入金 494,945 462,023

役員退職慰労引当金 463,617 475,762

退職給付に係る負債 772,220 788,705

その他 210,510 218,851

固定負債合計 1,941,293 1,945,342

負債合計 11,923,277 12,039,623

純資産の部

株主資本

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金 1,469,608 1,469,608

利益剰余金 9,234,422 9,238,759

自己株式 △40,739 △40,784

株主資本合計 12,512,137 12,516,430

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 745,689 735,728

繰延ヘッジ損益 1,322 △89

為替換算調整勘定 212,836 174,220

退職給付に係る調整累計額 △1,762 △1,807

その他の包括利益累計額合計 958,086 908,050

非支配株主持分 73,779 75,275

純資産合計 13,544,004 13,499,756

負債純資産合計 25,467,282 25,539,380
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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 7,149,378 7,467,597

売上原価 6,101,121 6,336,903

売上総利益 1,048,256 1,130,694

販売費及び一般管理費 795,098 828,470

営業利益 253,158 302,223

営業外収益

受取利息 647 842

受取配当金 18,792 22,590

為替差益 79,458 20,987

その他 11,892 8,854

営業外収益合計 110,791 53,274

営業外費用

支払利息 1,929 6,367

売上債権売却損 1,202 875

その他 16 11

営業外費用合計 3,147 7,255

経常利益 360,801 348,242

特別利益

固定資産売却益 5,453 －

補助金収入 － 3,200

その他 － 640

特別利益合計 5,453 3,840

特別損失

固定資産売却損 2,831 －

固定資産除却損 1,374 155

特別損失合計 4,206 155

税金等調整前四半期純利益 362,048 351,926

法人税等 83,092 99,789

四半期純利益 278,956 252,136

非支配株主に帰属する四半期純利益 853 1,337

親会社株主に帰属する四半期純利益 278,103 250,799
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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 278,956 252,136

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 64,575 △9,719

繰延ヘッジ損益 － △1,412

為替換算調整勘定 374 △38,699

退職給付に係る調整額 2,543 △45

その他の包括利益合計 67,493 △49,877

四半期包括利益 346,450 202,259

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 345,192 200,763

非支配株主に係る四半期包括利益 1,257 1,495
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算)

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益及びこれ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しております。なお、法人税等調整額

は、法人税等に含めて表示しております。

（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。
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