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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 1,273 △2.0 △292 ― △138 ― △137 ―

30年3月期第1四半期 1,299 28.5 △337 ― △269 ― △237 ―

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　18百万円 （―％） 30年3月期第1四半期　　△187百万円 （―％）

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 △6.91 ―

30年3月期第1四半期 △11.86 ―

(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 30,582 27,425 89.7 1,372.67

30年3月期 29,642 27,706 93.5 1,386.72

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 27,425百万円 30年3月期 27,706百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

（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) 3,200 5.9 120 ― 230 ― 80 ― 4.00

通期 7,000 5.7 500 ― 700 ― 350 ― 17.52

（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 20,031,000 株 30年3月期 20,031,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 50,913 株 30年3月期 50,913 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 19,980,087 株 30年3月期1Q 19,980,087 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

平成30年５月14日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、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、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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１．四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 5,013,432 7,443,341

受取手形及び営業未収入金 75,511 49,386

有価証券 5,975,619 2,904,349

商品及び製品 6,813 7,638

仕掛品 9,428 4,781

原材料及び貯蔵品 26,793 32,215

未収還付法人税等 108,615 109,401

その他 597,512 1,679,246

貸倒引当金 △1,512 △1,512

流動資産合計 11,812,213 12,228,849

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 13,361,439 13,390,840

減価償却累計額 △6,647,967 △6,693,764

建物及び構築物（純額） 6,713,471 6,697,076

機械装置及び運搬具 590,152 593,955

減価償却累計額 △540,319 △542,092

機械装置及び運搬具（純額） 49,833 51,862

土地 4,011,995 4,033,730

その他 985,043 982,035

減価償却累計額 △928,023 △927,450

その他（純額） 57,020 54,584

有形固定資産合計 10,832,321 10,837,253

無形固定資産

その他 28,349 27,944

無形固定資産合計 28,349 27,944

投資その他の資産

投資有価証券 6,321,740 6,768,076

繰延税金資産 62,270 133,433

敷金及び保証金 307,268 307,919

退職給付に係る資産 109,150 113,151

その他 169,677 165,529

投資その他の資産合計 6,970,106 7,488,109

固定資産合計 17,830,777 18,353,307

資産合計 29,642,991 30,582,156
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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 65,774 53,977

短期借入金 - 367,524

未払金 465,070 1,171,799

未払法人税等 80,285 64,770

未払費用 161,639 140,980

前受金 318,905 419,189

その他 25,204 84,044

流動負債合計 1,116,881 2,302,286

固定負債

繰延税金負債 277,601 313,287

役員退職慰労引当金 252,651 255,880

資産除去債務 240,252 236,454

預り敷金保証金 48,743 48,251

固定負債合計 819,249 853,873

負債合計 1,936,130 3,156,160

純資産の部

株主資本

資本金 3,984,100 3,984,100

資本剰余金 3,344,000 3,344,000

利益剰余金 19,763,829 19,326,152

自己株式 △45,568 △45,568

株主資本合計 27,046,360 26,608,684

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 599,202 757,963

退職給付に係る調整累計額 61,297 59,348

その他の包括利益累計額合計 660,499 817,312

純資産合計 27,706,860 27,425,996

負債純資産合計 29,642,991 30,582,156
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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 1,299,978 1,273,892

売上原価 1,330,080 1,296,845

売上総損失（△） △30,102 △22,953

販売費及び一般管理費 307,395 269,440

営業損失（△） △337,497 △292,393

営業外収益

受取利息 25,322 24,578

受取配当金 28,988 40,722

有価証券売却益 - 2,510

為替差益 - 77,628

その他 17,781 8,196

営業外収益合計 72,092 153,637

営業外費用

支払利息 1,164 -

為替差損 2,307 -

その他 601 15

営業外費用合計 4,073 15

経常損失（△） △269,478 △138,771

特別利益

投資有価証券売却益 10,043 -

移転補償金 2,045 -

特別利益合計 12,089 -

特別損失

固定資産除却損 13,351 9,141

投資有価証券評価損 13,704 1,295

減損損失 - 13,091

特別損失合計 27,055 23,528

税金等調整前四半期純損失（△） △284,444 △162,300

法人税等 △47,415 △24,325

四半期純損失（△） △237,028 △137,975

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △237,028 △137,975
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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)

四半期純損失（△） △237,028 △137,975

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 50,935 158,761

退職給付に係る調整額 △1,692 △1,948

その他の包括利益合計 49,243 156,812

四半期包括利益 △187,785 18,837

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △187,785 18,837

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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