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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第２四半期の連結業績（平成30年４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３月期第２四半期 38,958 5.3 1,583 6.5 1,750 12.1 1,256 28.4

30年３月期第２四半期 37,000 5.5 1,486 △2.4 1,561 25.1 978 11.2
(注) 包括利益 31年３月期第２四半期 180百万円(△82.6％) 30年３月期第２四半期 1,039百万円( －％)
　

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２四半期 75.88 －

30年３月期第２四半期 59.09 －
　

　

（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２四半期 69,769 36,087 48.4

30年３月期 70,367 36,178 47.9
(参考) 自己資本 31年３月期第２四半期 33,771百万円 30年３月期 33,737百万円
　

　

　

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 － 10.00 － 10.00 20.00

31年３月期 － 10.00

31年３月期(予想) － 10.00 20.00

(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、対前期増減率)

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

通期 77,000 2.4 3,200 13.3 3,400 23.1 2,400 － 144.90
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

決算短信（宝印刷） 2018年10月25日 20時14分 1ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



※ 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)
　

　

（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２Ｑ 17,609,130株 30年３月期 17,609,130株

② 期末自己株式数 31年３月期２Ｑ 1,046,169株 30年３月期 1,046,078株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期２Ｑ 16,562,978株 30年３月期２Ｑ 16,563,098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、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２四半期連結累計期間におけるグローバルの経済情勢を見ますと、総じて拡大基調を維持した反面、米国ト

ランプ政権の保護主義的な通商政策に起因する貿易摩擦、あるいは原油価格の高止まりなどが影を落とし、楽観を

許さない状況を呈しました。我が国におきましては、西日本豪雨などの被災に苦しみながらも、企業業績の好調や

雇用情勢の安定などを背景に景況感は緩やかながら回復傾向を示しました。その一方で、グローバル情勢の影響を

被り為替、株価が変動するなど、引き続き不透明感の拭えない状況を呈しております。

当社グループの主要顧客先である自動車産業におきましては、各エリアの販売動向に浮き沈みが見られる中、グ

ローバル全体では引き続き生産を伸張させております。また、国内外の建機市場についても概ね堅調を維持してお

ります。

このような状況下、当社グループの受注も底堅く推移し、各エリアにおいて前期並みあるいはそれ以上の売上を

達成いたしました。その結果、連結売上高は前年同期比5.3％増の389億58百万円、営業利益は同6.5％増の15億83百

万円、経常利益は同12.1％増の17億50百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同28.4％増の12億56百万円と

なりました。経常利益の増は主として為替差益の増加によるものです。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ５億97百万円減少し、697億69百万円となりました。

流動資産は前期末に比べ３億20百万円減少し、378億56百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金、

商品及び製品の減少等によるものです。

固定資産は前期末に比べ２億76百万円減少し、319億12百万円となりました。これは主に、有形固定資産の減少等

によるものです。

負債は前期末に比べ５億６百万円減少し、336億81百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少等による

ものです。

純資産は前期末に比べ91百万円減少し、360億87百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加及び為替換

算調整勘定の減少等によるものです。

以上の結果、自己資本比率は48.4％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

平成31年３月期通期の業績予想につきましては、平成30年５月15日発表の数字を変更しておりません。

　上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断したものであり、実際の業績は様々な要因により、上記予

想と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：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,742 9,870

受取手形及び売掛金 20,120 19,860

商品及び製品 3,784 3,631

仕掛品 1,102 1,159

原材料及び貯蔵品 2,352 2,260

その他 1,085 1,082

貸倒引当金 △10 △9

流動資産合計 38,177 37,856

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,783 8,318

機械装置及び運搬具（純額） 11,744 11,377

土地 6,260 6,191

その他（純額） 2,990 3,670

有形固定資産合計 29,779 29,557

無形固定資産 770 700

投資その他の資産

投資有価証券 840 838

その他 800 817

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,640 1,655

固定資産合計 32,189 31,912

資産合計 70,367 69,769
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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２四半期連結会計期間
(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 11,948 12,039

短期借入金 7,698 7,433

未払法人税等 256 249

賞与引当金 711 717

その他 5,179 4,877

流動負債合計 25,795 25,317

固定負債

長期借入金 3,211 3,265

退職給付に係る負債 2,066 2,029

役員退職慰労引当金 791 807

その他 2,324 2,262

固定負債合計 8,393 8,364

負債合計 34,188 33,681

純資産の部

株主資本

資本金 1,395 1,395

資本剰余金 1,576 1,576

利益剰余金 30,270 31,361

自己株式 △951 △951

株主資本合計 32,291 33,382

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 164 167

繰延ヘッジ損益 △0 △4

為替換算調整勘定 1,281 227

その他の包括利益累計額合計 1,446 389

非支配株主持分 2,441 2,315

純資産合計 36,178 36,087

負債純資産合計 70,367 69,769
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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２四半期連結累計期間)

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 37,000 38,958

売上原価 30,678 32,482

売上総利益 6,321 6,476

販売費及び一般管理費 4,834 4,892

営業利益 1,486 1,583

営業外収益

受取利息 20 26

受取配当金 3 4

持分法による投資利益 26 4

為替差益 － 94

その他 110 129

営業外収益合計 161 258

営業外費用

支払利息 53 66

為替差損 12 －

その他 20 25

営業外費用合計 86 91

経常利益 1,561 1,750

税金等調整前四半期純利益 1,561 1,750

法人税、住民税及び事業税 439 359

法人税等調整額 33 10

法人税等合計 472 370

四半期純利益 1,088 1,380

非支配株主に帰属する四半期純利益 109 123

親会社株主に帰属する四半期純利益 978 1,256
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(四半期連結包括利益計算書)

(第２四半期連結累計期間)

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

四半期純利益 1,088 1,380

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22 3

繰延ヘッジ損益 2 △6

為替換算調整勘定 △69 △1,183

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △13

その他の包括利益合計 △49 △1,199

四半期包括利益 1,039 180

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 923 200

非支配株主に係る四半期包括利益 116 △19
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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)

一部の連結子会社における税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第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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