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1. 平成31年6月期第1四半期の連結業績（平成30年7月1日～平成30年9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6月期第1四半期 3,537 2.8 143 11.0 163 20.5 121 59.1

30年6月期第1四半期 3,442 5.4 129 8.4 135 62.1 76 △12.8

（注）包括利益 31年6月期第1四半期　　122百万円 （23.0％） 30年6月期第1四半期　　99百万円 （―％）

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6月期第1四半期 48.18 ―

30年6月期第1四半期 30.28 ―

(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6月期第1四半期 15,639 8,153 52.1

30年6月期 15,408 8,119 52.7

（参考）自己資本 31年6月期第1四半期 8,153百万円 30年6月期 8,119百万円

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6月期 ― 30.00 ― 35.00 65.00

31年6月期 ―

31年6月期（予想） 25.00 ― 35.00 60.00

（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 6月期の連結業績予想（平成30年 7月 1日～平成31年 6月30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) 6,943 △2.1 315 △0.7 326 △3.7 241 △53.5 95.56

通期 13,956 △1.5 708 29.1 732 19.3 546 △23.6 215.73

（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

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 ： 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6月期1Q 2,652,020 株 30年6月期 2,652,020 株

② 期末自己株式数 31年6月期1Q 120,437 株 30年6月期 120,437 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年6月期1Q 2,531,583 株 30年6月期1Q 2,531,583 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、決算短信
（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わが国経済は、記録的な猛暑や豪雨、地震や台風などの大規模な自然災害に

見舞われましたが、企業収益や雇用環境の改善により堅調に推移し、景気は緩やかな回復基調が続いております。

しかしながら、米国と中国を中心とした貿易摩擦の激化等により、景気の先行きは依然として、不透明な状況とな

っております。

当社グループの主要得意先であります自動車部品業界におきましては、自然災害の影響による自動車メーカーの

生産調整等もありましたが、全般的に製造・販売共に堅調に推移しました。

このような経営環境の中、当社グループでは、経営理念であります「絶えざる技術革新」と「ニーズを先取りし

た製品」の「スピードある提供」を通じ、お客様の「揺るぎない信頼のもとグローバル企業」を実現するために、

中期経営計画の第３年目として、営業・製造・管理部門が一体となって、対処すべき課題の解消及び中期経営計画

の達成に取り組んでおります。

この結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高につきましては、中国では若干の減収とな

りましたが、その他のセグメントでは堅調に推移し、売上高は35億37百万円（前年同期比2.8％増）となりました。

一方利益面につきましては、鋼材値上げの影響により材料費は増加いたしましたが、増収の影響及び原価低減活動

等により、営業利益は１億43百万円（前年同期比11.0％増）となりました。また、経常利益は１億63百万円（前年

同期比20.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億21百万円（前年同期比59.1％増）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

①日本

国内向け及び海外向け受注は堅調に推移し、売上高は29億64百万円（前年同期比3.7％増）となりました。利益

面につきましても、増収の影響及び内製化による外注加工費の減少等により、営業利益は88百万円（前年同期比

8.3％増）となりました。

②米国

新規受注が堅調に推移し、売上高は３億46百万円（前年同期比3.6％増）となりました。一方利益面につきまし

ては、関税増税による鋼材価格の値上げ及び製造経費の増加の影響等により、営業利益は19百万円（前年同期比

24.5％減）となりました。

③タイ

タイからの輸出の増加等により、受注は堅調に推移し、売上高は５億19百万円（前年同期比6.8％増）となりま

した。利益面につきましても、増収の影響及び原価低減活動等により、営業利益は33百万円（前年同期比39.8％

増）となりました。

④中国

得意先からの受注はわずかに減少し、売上高は１億11百万円（前年同期比0.2％減）となりました。利益面につ

きましても、減収の影響及び諸経費の増加等により、０百万円の営業損失（前年同期は０百万円の営業利益）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

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２億30百万円増加し、156億39百万円と

なりました。

資産の部では、流動資産が現金及び預金の増加、たな卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ２億90百

万円増加し、99億72百万円となりました。また、固定資産については、機械装置及び運搬具、建物及び構築物の減

少等により前連結会計年度末に比べ59百万円減少し、56億67百万円となりました。

負債の部では、流動負債が賞与引当金の増加、１年内返済予定の長期借入金の増加等により、前連結会計年度末

に比べ１億17百万円増加し、38億95百万円となりました。また、固定負債については、長期借入金の増加等により

前連結会計年度末に比べ79百万円増加し、35億90百万円となりました。

純資産の部では、為替換算調整勘定の減少がありましたが、その他有価証券評価差額金、利益剰余金の増加によ

り、81億53百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の52.7％から52.1％となりました。
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➁キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ１億85百万円増加し、42

億74百万円となりました。

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益１億63百万円、減価償却費１億49百万円、賞

与引当金の増加額78百万円等による資金増があり、一方でたな卸資産の増加額１億46百万円、法人税等の支払額80

百万円等による資金減により、２億67百万円の収入（前年同期比19.5％増）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の払戻による収入3百万円等による資金増があり、一方で有形

固定資産の取得による支出63百万円等による資金減により、95百万円の支出（前年同期比1.6％増）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入４億30百万円による資金増があり、一方で長期借

入金の返済による支出１億79百万円及び社債の償還による支出１億25百万円等の資金減により、25百万円の収入

（前年同期比85.4％減）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

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成30年７月31日に公表いたしました予想から変

更はございません。

なお、これら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

績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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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６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,136,156 4,320,225

受取手形及び売掛金 2,140,421 2,086,720

電子記録債権 926,774 939,342

たな卸資産 2,230,873 2,378,399

その他 247,960 247,603

流動資産合計 9,682,186 9,972,292

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,397,097 1,374,905

機械装置及び運搬具（純額） 1,601,460 1,566,402

土地 1,497,614 1,500,283

リース資産（純額） 59,821 56,232

建設仮勘定 124,940 126,031

その他（純額） 231,202 215,699

有形固定資産合計 4,912,135 4,839,554

無形固定資産

のれん 43,578 21,789

その他 164,735 172,325

無形固定資産合計 208,314 194,114

投資その他の資産

投資有価証券 210,616 225,016

その他 409,256 422,301

貸倒引当金 △13,870 △13,870

投資その他の資産合計 606,002 633,447

固定資産合計 5,726,453 5,667,117

資産合計 15,408,639 15,639,410
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,344,725 1,381,630

電子記録債務 817,171 835,357

1年内償還予定の社債 257,280 236,280

1年内返済予定の長期借入金 639,384 684,825

リース債務 55,089 47,268

未払法人税等 61,276 56,121

賞与引当金 16,686 95,175

役員賞与引当金 17,715 5,100

その他 568,260 553,726

流動負債合計 3,777,589 3,895,484

固定負債

社債 1,001,800 897,160

長期借入金 2,237,380 2,448,584

リース債務 59,815 53,421

役員退職慰労引当金 62,144 52,173

退職給付に係る負債 34,893 35,649

その他 115,373 103,485

固定負債合計 3,511,407 3,590,473

負債合計 7,288,996 7,485,958

純資産の部

株主資本

資本金 405,900 405,900

資本剰余金 604,430 604,430

利益剰余金 6,995,293 7,028,660

自己株式 △133,791 △133,791

株主資本合計 7,871,833 7,905,199

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 31,696 41,578

為替換算調整勘定 216,112 206,673

その他の包括利益累計額合計 247,809 248,251

純資産合計 8,119,643 8,153,451

負債純資産合計 15,408,639 15,639,410
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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７月１日
　至 平成29年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年７月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 3,442,744 3,537,866

売上原価 2,840,029 2,871,912

売上総利益 602,715 665,953

販売費及び一般管理費 473,575 522,622

営業利益 129,139 143,330

営業外収益

受取利息 1,811 2,068

受取配当金 89 146

為替差益 742 7,664

受取補償金 － 6,662

その他 25,346 16,695

営業外収益合計 27,990 33,237

営業外費用

支払利息 10,276 7,047

その他 10,990 5,745

営業外費用合計 21,266 12,793

経常利益 135,863 163,774

税金等調整前四半期純利益 135,863 163,774

法人税、住民税及び事業税 66,177 63,172

法人税等調整額 △6,981 △21,369

法人税等合計 59,195 41,802

四半期純利益 76,667 121,971

親会社株主に帰属する四半期純利益 76,667 121,971
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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７月１日
　至 平成29年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年７月１日
　至 平成30年９月30日)

四半期純利益 76,667 121,971

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,939 9,881

為替換算調整勘定 18,937 △9,439

その他の包括利益合計 22,876 442

四半期包括利益 99,544 122,414

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 99,544 122,414

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

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年７月１日
　至 平成29年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年７月１日
　至 平成30年９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 135,863 163,774

減価償却費 144,342 149,343

のれん償却額 21,789 21,789

貸倒引当金の増減額（△は減少） △97 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 83,004 78,489

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,191 △12,615

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △6,412 1,143

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △296 △9,971

固定資産売却損益（△は益） △3,882 △1,599

受取利息及び受取配当金 △1,901 △2,214

保険解約損益（△は益） △8,727 △1,717

支払利息 10,276 7,047

売上債権の増減額（△は増加） 23,861 41,201

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,916 △146,692

未収入金の増減額（△は増加） 6,392 17,616

仕入債務の増減額（△は減少） 7,234 55,912

未払金の増減額（△は減少） 2,703 22,972

未払費用の増減額（△は減少） 9,896 2,569

その他 △237 △32,362

小計 357,700 354,685

利息及び配当金の受取額 1,901 2,214

利息の支払額 △12,710 △9,188

法人税等の支払額 △124,824 △80,236

法人税等の還付額 1,778 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,846 267,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △14,000 －

定期預金の払戻による収入 24,000 －

有形固定資産の取得による支出 △181,648 △63,660

有形固定資産の売却による収入 14,327 461

投資有価証券の取得による支出 △558 △603

保険積立金の払戻による収入 19,131 3,691

その他 44,288 △35,884

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,459 △95,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 235,000 －

長期借入れによる収入 600,000 430,000

長期借入金の返済による支出 △382,694 △179,191

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △29,608 △13,297

社債の償還による支出 △125,640 △125,640

配当金の支払額 △122,979 △86,369

財務活動によるキャッシュ・フロー 174,077 25,501

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,375 △11,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 312,840 185,026

現金及び現金同等物の期首残高 3,727,517 4,089,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,040,357 4,274,684
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（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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日）

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：千円)

日本 米国 タイ 中国 合計

売上高

外部顧客への売上高 2,560,947 332,299 437,756 111,741 3,442,744

セグメント間の内部売上高
又は振替高

297,280 2,131 48,468 94 347,974

計 2,858,228 334,430 486,224 111,835 3,790,719

セグメント利益 81,697 25,400 24,180 236 131,514

２ 報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に

関する事項)

（単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 131,514

セグメント間取引消去 △2,375

四半期連結損益計算書の営業利益 129,139

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成30年７月１日 至 平成30年９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)

日本 米国 タイ 中国 合計

売上高

外部顧客への売上高 2,612,884 343,567 469,859 111,554 3,537,866

セグメント間の内部売上高
又は振替高

351,859 2,765 49,330 33 403,988

計 2,964,744 346,332 519,189 111,588 3,941,854

セグメント利益又は損失(△) 88,457 19,170 33,795 △302 141,121
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２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

（単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 141,121

セグメント間取引消去 2,208

四半期連結損益計算書の営業利益 143,330

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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３．補足情報

（１）販売実績の状況

当第１四半期連結累計期間における販売実績を用途品目別に示すと、次のとおりであります。

用途品目
前第１四半期
連結累計期間
（千円）

当第１四半期
連結累計期間
（千円）

前年同期比
（％）

前連結会計年度
（千円）

自動車用部品

シート用部品 1,483,761 1,557,572 5.0 6,076,709

ウインドウレギュレーター用部品 325,982 354,584 8.8 1,382,982

ロック用部品 173,564 177,123 2.1 731,296

エンジン用部品 521,973 528,324 1.2 2,201,728

足回り用部品 398,006 392,660 △1.3 1,620,163

その他 338,472 362,811 7.2 1,443,802

小計 3,241,760 3,373,076 4.1 13,456,683

その他 200,983 164,789 △18.0 717,403

合計 3,442,744 3,537,866 2.8 14,174,087

(注) １ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

（参考）
前連結会計年度

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

シロキ工業株式会社 713,054 20.7 747,013 21.1 2,940,242 20.7
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（参考資料 ）

　平成平成平成平成平成3333311111年６月年６月年６月年６月年６月期期期期期 第１四半第１四半第１四半第１四半第１四半期期期期期 決算発表参考資料決算発表参考資料決算発表参考資料決算発表参考資料決算発表参考資料
平成30年10月31日

　１．連結業績
（単位：百万円、％、( )は売上高比率）

前年同四半期 当第１四半期
増減額

増減率
％

通期予想 対前年

平成29.7～平成29.9 平成30.7～平成30.9 平成30.7～平成31.6 増減率％

売 上 高 3,442 (100.0) 33333,,,,,555553333377777 (100.0) 95 2.8 1111133333,,,,,999995555566666 (100.0) △1.5

営 業 利 益 129 (3.8) 111114444433333 (4.1) 14 11.0 777770000088888 (5.1) 29.1

経 常 利 益 135 (3.9) 111116666633333 (4.6) 27 20.5 777773333322222 (5.3) 19.3

親 会 社 株 主 に
帰 属 す る 純 利 益

76 (2.2) 111112222211111 (3.4) 45 59.1 555554444466666 (3.9) △23.6

１株当たり純利益 30円28銭 4444488888円円円円円1111188888銭銭銭銭銭 222221111155555円73銭円73銭円73銭円73銭円73銭

設 備 投 資 211 84 △127 △60.3 666669999988888 △5.3

減 価 償 却 費 144 111114444499999 5 3.5 666662222244444 4.5

為替レート(USD) 111.61円 111110000088888.....7777700000円円円円円 111110000055555.....0000000000円円円円円

為替レート(THB) 3.25円 33333.....3333399999円円円円円 33333.....4444400000円円円円円

為替レート(CNY) 16.29円 1111166666.....9999966666円円円円円 1111166666.....6666600000円円円円円

連 結 子 会 社 数 6社 66666社社社社社 66666社社社社社

　
２．セグメント情報

　（単位：百万円、％、（ ）は構成比、上段は売上高、下段[ ]は営業利益）

前年同四半期 当第１四半期
増減額

増減率
％

通期予想 対前年

平成29.7～平成29.9 平成30.7～平成30.9 平成30.7～平成31.6 増減率％

日 本
2,858 (83.0) 22222,,,,,999996666644444 (83.8) 106 3.7 1111111111,,,,,555552222299999 (82.6) △2.1

〔81] [[[[[8888888888]]]]] [6] [[[[[555552222244444]]]]]

米 国
334 (9.7) 333334444466666 (9.8) 11 3.6 11111,,,,,222227777733333 (9.1) △1.7

〔25〕 [[[[[1111199999]]]]] [△6] [[[[[1111133333]]]]]

タ イ
486 (14.1) 555551111199999 (14.7) 32 6.8 22222,,,,,111112222211111 (15.2) 1.3

〔24〕 [[[[[3333333333]]]]] [9] [[[[[111113333344444]]]]]

中 国
111 (3.2) 111111111111111 (3.1) △0 △0.2 444442222299999 (3.1) △2.7

〔0〕 [[[[[△△△△△00000]]]]] [△0] [[[[[1111155555]]]]]

セ グ メ ン ト
間 取 引 消 去

△347 (△10.0) △△△△△444440000033333 (△11.4) △56 － △△△△△11111,,,,,333339999966666 (△10.0) －

[△2] [[[[[22222]]]]] [4] [[[[[2222222222]]]]]

合 計
3,442 (100.0) 33333,,,,,555553333377777 (100.0) 95 2.8 1111133333,,,,,999995555566666 (100.0) △1.5

[129] [[[[[111114444433333]]]]] [14] 〔〔〔〔〔777770000088888〕〕〕〕〕

　
　

３．連結経常利益増減要因 ４．セグメント別業績の推移

（対前年同期比較） （単位：百万円、上段は売上高、下段[ ]は営業利益）

（単位：百万円） H27/6期 H28/6期 H29/6期 H30/6期 H31/6期(予)

要 因 金 額
日 本

11,168 10,656 11,291 11,779 1111111111,,,,,555552222299999

増
益

増産の影響 4444411111 [296] [287] [403] [319] [[[[[555552222244444]]]]]

合理化 4444455555
米 国

972 1,240 1,230 1,295 11111,,,,,222227777733333

[78] [73] [65] [66] [[[[[1111133333]]]]]
計 8888866666

タ イ
2,435 2,243 1,886 2,093 22222,,,,,111112222211111

減
益

諸経費増加 △△△△△7777722222 [218] [197] [115] [136] [[[[[111113333344444]]]]]

中 国
352 529 403 441 444442222299999

[5] [30] [△6] [9] [[[[[1111155555]]]]]

計 △△△△△7777722222 セグメント
間取引消去

△1,224 △1,289 △1,371 △1,436 △△△△△11111,,,,,333339999966666

差引営業利益の増減 1111144444 [142] [23] [26] 〔17〕 [[[[[2222222222]]]]]

営業外収支の増減 1111133333
合 計

13,703 13,380 13,440 14,174 1111133333,,,,,999995555566666

差引経常利益の増減 2222277777 [741] [612] [604] 〔548〕 〔〔〔〔〔777770000088888〕〕〕〕〕
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