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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 52,941 15.8 1,265 19.8 1,371 18.6 898 18.0

30年3月期第1四半期 45,721 17.8 1,055 99.5 1,156 113.6 761 130.8

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　731百万円 （1.3％） 30年3月期第1四半期　　722百万円 （2,011.9％）

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 34.13 ―

30年3月期第1四半期 28.93 ―

(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 81,002 57,010 70.3

30年3月期 80,261 56,648 70.5

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 56,949百万円 30年3月期 56,592百万円

（注）「『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、平成
30年３月期については遡及適用後の数値を記載しております。

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 ― 14.00 ― 14.00 28.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 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

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) 96,000 1.8 2,400 8.9 2,500 3.2 1,680 2.3 63.79

通期 200,000 5.2 5,000 2.5 5,200 1.1 3,500 1.2 132.91

（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

(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 28,908,581 株 30年3月期 28,908,581 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 2,575,642 株 30年3月期 2,575,524 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 26,332,982 株 30年3月期1Q 26,333,475 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

本資料に掲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きましては、添付資料３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我が国経済は、企業収益や雇用情勢の改善などを背景に緩やかな回復基調で

推移したものの、力強さを欠く個人消費や海外経済の不確実性の高まりなどにより、依然として先行きは不透明な

状況が続いております。

このような状況のもと当社グループの貴金属関連事業においては、営業展開の強化と国内外の生産拠点活用によ

り、貴金属原料の確保、化成品等の製商品販売及び産業廃棄物処理受託の拡大に取り組んでおります。また、食品

関連事業においては、顧客ニーズを捉えた商品の開拓と提供に鋭意取り組み、国内はもとより、海外展開の拡大も

含めた積極的な営業活動を推進し、販売量の拡大に努めております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高52,941百万円（前年同四半期比15.8％増）、営業利

益1,265百万円（前年同四半期比19.8％増）、経常利益1,371百万円（前年同四半期比18.6％増）、親会社株主に帰

属する四半期純利益は898百万円（前年同四半期比18.0％増）となりました。

各セグメント別の概況は次のとおりであります。

貴金属関連事業

当事業の主力顧客であるエレクトロニクス業界は、電子部品・デバイス分野を中心に引き続き堅調に推移しまし

た。このような状況の中で当社グループの貴金属関連事業では、貴金属リサイクルの取扱量は拡大し、貴金属製商

品の販売量及び産業廃棄物処理の取扱量が増加し、貴金属販売価格の上昇もあり、全体としての売上高は前年同四

半期に比べ増加しました。

これらの結果、当該事業の売上高は34,067百万円（前年同四半期比18.7％増）、営業利益は846百万円（前年同四

半期比37.9％増）となりました。

食品関連事業

当事業の主力顧客である食品製造業界は、国内の個人消費に力強さを欠く中で、加工食品需要の高まりや海外展

開の拡大などにより、緩やかな上昇傾向で推移しました。このような状況の中で当社グループの食品関連事業では、

水産品、畜産品の販売量が増加し、水産品の販売価格の上昇もあり、売上高は前年同四半期に比べ増加しました。

これらの結果、当該事業の売上高は18,896百万円（前年同四半期比10.8％増）、営業利益は419百万円（前年同四

半期比5.3％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　

（1）資産、負債及び純資産の状況

　（資産）

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ741百万円増加し、81,002百万円となりまし

た。これは主として現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加とたな卸資産の減少の差引によるものです。

　（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ379百万円増加し、23,992百万円となりまし

た。これは主として借入金の増加によるものです。

　（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ362百万円増加し、57,010百万円となりまし

た。これは主として期末配当金の支払いを上回る利益剰余金の増加によるものです。
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（2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

1,330百万円増加し8,902百万円となりました。

　

（営業活動のキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間末における営業活動により増加した資金は1,604百万円となりました。これは主に

税金等調整前四半期純利益、たな卸資産の減少による資金の増加と、法人税等の支払いによる資金の減少の差引

によるものです。なお、前年同四半期の1,975百万円の資金の減少に比べ3,580百万円増加しました。

　

（投資活動のキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間末における投資活動により使用した資金は253百万円となりました。これは主とし

て工場設備の新設・更新等の有形固定資産取得によるものです。なお、前年同四半期の264万円の支出に比べ10

百万円の支出減少となりました。

（財務活動のキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間末における財務活動により増加した資金は62百万円となりました。これは主に期末

配当金の支払いを上回る借入金の増加によるものです。なお、前年同四半期の2,513百万円の資金の増加に比べ

2,450百万円減少しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 現時点では、前回発表時（平成30年５月11日）の業績見通し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：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 7,571 8,902

受取手形及び売掛金 22,502 23,074

商品及び製品 16,778 16,036

仕掛品 393 432

原材料及び貯蔵品 6,531 6,384

その他 3,584 3,221

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 57,362 58,051

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,201 9,159

減価償却累計額 △4,875 △4,933

建物及び構築物（純額） 4,325 4,225

機械装置及び運搬具 8,383 8,400

減価償却累計額 △6,740 △6,801

機械装置及び運搬具（純額） 1,643 1,599

土地 8,925 8,911

リース資産 849 900

減価償却累計額 △284 △322

リース資産（純額） 564 577

建設仮勘定 199 324

その他 1,135 1,132

減価償却累計額 △927 △929

その他（純額） 208 203

有形固定資産合計 15,867 15,840

無形固定資産

その他 774 744

無形固定資産合計 774 744

投資その他の資産

投資有価証券 4,575 4,692

繰延税金資産 72 68

その他 1,673 1,669

貸倒引当金 △64 △64

投資その他の資産合計 6,256 6,366

固定資産合計 22,898 22,950

資産合計 80,261 81,002
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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)

負債の部

流動負債

買掛金 7,626 7,837

短期借入金 7,402 5,102

1年内返済予定の長期借入金 1,063 1,356

リース債務 206 214

未払法人税等 1,155 387

賞与引当金 763 447

その他 3,104 3,702

流動負債合計 21,321 19,046

固定負債

長期借入金 535 3,043

リース債務 456 451

役員退職慰労引当金 604 583

執行役員退職慰労引当金 23 23

退職給付に係る負債 224 230

繰延税金負債 333 552

その他 115 60

固定負債合計 2,291 4,945

負債合計 23,613 23,992

純資産の部

株主資本

資本金 3,559 3,559

資本剰余金 4,008 4,008

利益剰余金 50,238 50,768

自己株式 △3,010 △3,010

株主資本合計 54,795 55,326

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 630 659

繰延ヘッジ損益 121 164

為替換算調整勘定 1,101 851

退職給付に係る調整累計額 △56 △51

その他の包括利益累計額合計 1,796 1,623

非支配株主持分 55 60

純資産合計 56,648 57,010

負債純資産合計 80,261 81,002
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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 45,721 52,941

売上原価 41,315 48,022

売上総利益 4,405 4,919

販売費及び一般管理費 3,349 3,653

営業利益 1,055 1,265

営業外収益

受取利息 2 0

受取配当金 10 11

投資有価証券売却益 - 12

持分法による投資利益 111 98

仕入割引 4 3

その他 11 12

営業外収益合計 140 139

営業外費用

支払利息 10 13

為替差損 13 14

投資有価証券評価損 11 -

その他 5 5

営業外費用合計 41 33

経常利益 1,156 1,371

税金等調整前四半期純利益 1,156 1,371

法人税、住民税及び事業税 220 277

法人税等調整額 168 189

法人税等合計 389 466

四半期純利益 766 904

非支配株主に帰属する四半期純利益 4 5

親会社株主に帰属する四半期純利益 761 898
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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 766 904

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4 28

繰延ヘッジ損益 70 44

為替換算調整勘定 △86 △230

退職給付に係る調整額 4 2

持分法適用会社に対する持分相当額 △37 △17

その他の包括利益合計 △44 △173

四半期包括利益 722 731

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 716 725

非支配株主に係る四半期包括利益 5 5
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,156 1,371

減価償却費 338 314

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △295 △315

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9 11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 9

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 1

受取利息及び受取配当金 △13 △12

支払利息 10 13

持分法による投資損益（△は益） △111 △98

売上債権の増減額（△は増加） △531 △623

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,010 800

仕入債務の増減額（△は減少） △953 245

その他 △161 879

小計 △1,555 2,597

利息及び配当金の受取額 13 12

利息の支払額 △10 △13

法人税等の支払額 △422 △991

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,975 1,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △345 △229

無形固定資産の取得による支出 △25 △11

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

その他 108 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △264 △253

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,206 △2,314

長期借入れによる収入 - 3,000

長期借入金の返済による支出 △288 △198

配当金の支払額 △368 △368

その他 △36 △55

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,513 62

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 △83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 245 1,330

現金及び現金同等物の期首残高 6,784 7,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,029 8,902

決算短信（宝印刷） 2018年08月06日 20時08分 8ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



松田産業株式会社(7456) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

― 9 ―

（４）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にしております。この変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを

行っております。

（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)

　 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：百万円)

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貴金属関連事業 食品関連事業 計

売上高

外部顧客への売上高 28,688 17,032 45,721 ― 45,721

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 14 14 △14 ―

計 28,688 17,047 45,736 △14 45,721

セグメント利益 613 442 1,055 ― 1,055

（注）１ 調整額の内容は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。

　 ２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

　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)

　 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：百万円)

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貴金属関連事業 食品関連事業 計

売上高

外部顧客への売上高 34,067 18,874 52,941 ― 52,941

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 21 21 △21 ―

計 34,067 18,896 52,963 △21 52,941

セグメント利益 846 419 1,265 ― 1,265

（注）１ 調整額の内容は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。

　 ２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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