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1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31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3四半期 39,076 △8.9 1,028 △47.0 1,157 △44.5 738 △47.4

30年3月期第3四半期 42,872 3.6 1,940 △2.3 2,084 9.1 1,405 14.5

（注）包括利益 31年3月期第3四半期　　626百万円 （△59.6％） 30年3月期第3四半期　　1,552百万円 （20.6％）

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3四半期 23.20 ―

30年3月期第3四半期 44.14 ―

(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3四半期 80,249 38,241 47.6

30年3月期 80,969 38,092 47.0

（参考）自己資本 31年3月期第3四半期 38,199百万円 30年3月期 38,049百万円

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 ― 0.00 ―

31年3月期（予想） 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、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 57,000 △5.3 3,000 △1.5 3,000 △3.4 2,000 △4.6 62.79

（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3月期3Q 31,850,000 株 30年3月期 31,850,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期3Q 16,235 株 30年3月期 16,235 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期3Q 31,833,765 株 30年3月期3Q 31,833,770 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
３ページの「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３四半期連結累計期間（平成30年４月１日～平成30年12月31日）における我が国経済は、堅調な企業業績や

雇用環境の改善を背景に引き続き緩やかな回復基調にあるものの、米中の貿易摩擦等、世界経済に与える懸念材料

も多く、依然として不透明な状況で推移いたしました。

このような企業環境下、積極的な事業展開を進めましたものの、当第３四半期連結累計期間の売上高は39,076百

万円（前年同四半期比8.9%減）となり、利益面におきましては、営業利益は1,028百万円（前年同四半期比47.0%

減）、経常利益は1,157百万円（前年同四半期比44.5%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は738百万円（前年

同四半期比47.4%減）となりました。

当社および連結グループのセグメント別の業績は次のとおりであります。

　＜内燃機関部門＞

　イ）舶用機関関連

主力の発電用補機関において、海外向けを中心に機関売上が減少したこと等により、売上高は32,469百万

円（前年同四半期比7.5%減）、セグメント利益は2,717百万円（前年同四半期比31.6%減）となりました。

　ロ）陸用機関関連

機関販売台数および売上が減少したものの、メンテナンス関連の売上が増加したこと等により、売上高は

4,209百万円（前年同四半期比16.4%減）、セグメント損失は148百万円（前年同四半期は299百万円のセグメ

ント損失）となりました。

従いまして、当部門の売上高は36,678百万円（前年同四半期比8.6%減）、セグメント利益は2,568百万円（前年

同四半期比30.1%減）となりました。

　＜その他の部門＞

　イ）産業機器関連

アルミホイール部門に関しましては、販売数の減少により、売上高、セグメント利益とも減少となりまし

た。

　ロ）不動産賃貸関連

不動産賃貸関連に関しましては、売上高は微増となり、セグメント利益は微減となりました。

　ハ）売電関連

売電関連に関しましては、売上高は微増となり、セグメント利益は増加となりました。

　ニ）精密部品関連

精密部品関連に関しましては、売上高は減少となりましたが、セグメント損失は縮小となりました。

従いまして、当部門の売上高は2,398百万円（前年同四半期比12.0%減）、セグメント利益は242百万円（前年同

四半期比13.8%減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における資産の部では、前連結会計年度末の売上債権の回収が進み、受取手形及

び売掛金が前連結会計年度末に比べ、4,139百万円減少となりました。一方で、たな卸資産につきましては、前連結

会計年度末に比べ、2,324百万円増加となりました。その結果、資産の部合計については、前連結会計年度末に比べ

720百万円減少し、80,249百万円となりました。

負債の部では、支払手形及び買掛金と電子記録債務の合計が前連結会計年度末に比べ、219百万円減少となりま

した。また、その他の流動負債が主に設備投資に係るものの減少により、1,530百万円減少しました。さらに、未払

法人税等が法人税等の納付により、534百万円減少となりました。一方で、短期借入金と長期借入金の合計は、姫路

工場建設を目的として、新たに長期借入金を2,500百万円調達したこと等により、1,631百万円増加となりました。

その結果、負債の部合計では、前連結会計年度末に比べ869百万円減少し、42,007百万円となりました。

純資産の部では、利益剰余金が261百万円増加となりました。その結果、純資産の部合計では、前連結会計年度

末に比べ149百万円増加し、38,241百万円となりました。

（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月期の連結業績予想につきましては、平成30年10月18日に公表いたしました内容から変更はございま

せん。

なお、本資料は発表日現在において入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際の金額は、今後の様々な要因

によって変動する場合があります。
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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３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 21,676 20,599

受取手形及び売掛金 16,575 12,436

たな卸資産 10,557 12,882

その他 1,572 1,731

貸倒引当金 △13 △10

流動資産合計 50,368 47,639

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,682 11,025

機械装置及び運搬具（純額） 3,715 6,787

土地 5,088 5,088

建設仮勘定 6,551 213

その他（純額） 908 855

有形固定資産合計 23,946 23,969

無形固定資産 1,390 1,456

投資その他の資産

投資有価証券 1,058 2,813

長期貸付金 1 1

繰延税金資産 3,753 3,925

その他 513 506

貸倒引当金 △63 △63

投資その他の資産合計 5,263 7,184

固定資産合計 30,600 32,609

資産合計 80,969 80,249

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,965 6,896

電子記録債務 4,845 4,694

短期借入金 4,642 6,452

リース債務 497 560

未払法人税等 710 175

賞与引当金 698 236

役員賞与引当金 51 42

未払費用 2,671 2,899

その他 3,575 2,045

流動負債合計 24,657 24,003
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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３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

固定負債

長期借入金 7,598 7,420

リース債務 1,134 1,112

役員退職慰労引当金 460 503

退職給付に係る負債 6,456 6,468

資産除去債務 167 188

その他 2,400 2,309

固定負債合計 18,219 18,003

負債合計 42,877 42,007

純資産の部

株主資本

資本金 2,434 2,434

資本剰余金 2,191 2,191

利益剰余金 33,719 33,980

自己株式 △10 △10

株主資本合計 38,334 38,595

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 255 164

為替換算調整勘定 5 1

退職給付に係る調整累計額 △545 △562

その他の包括利益累計額合計 △285 △396

非支配株主持分 42 42

純資産合計 38,092 38,241

負債純資産合計 80,969 80,249
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 42,872 39,076

売上原価 32,996 30,113

売上総利益 9,875 8,963

販売費及び一般管理費

販売費 5,922 6,151

一般管理費 2,013 1,782

販売費及び一般管理費合計 7,935 7,934

営業利益 1,940 1,028

営業外収益

受取利息 11 9

受取配当金 38 44

為替差益 － 40

業務受託料 105 119

貸倒引当金戻入額 16 2

雑収入 80 64

営業外収益合計 252 281

営業外費用

支払利息 75 77

為替差損 11 －

雑損失 20 75

営業外費用合計 108 152

経常利益 2,084 1,157

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産廃棄損 12 10

その他 － 4

特別損失合計 12 14

税金等調整前四半期純利益 2,072 1,142

法人税、住民税及び事業税 444 530

法人税等調整額 224 △125

法人税等合計 668 405

四半期純利益 1,404 737

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △0 △0

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,405 738
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 1,404 737

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 54 △90

繰延ヘッジ損益 5 －

為替換算調整勘定 17 △3

退職給付に係る調整額 70 △16

その他の包括利益合計 147 △110

四半期包括利益 1,552 626

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,553 627

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 △0
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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）

　 当第３四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

　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

前第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日) (単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)①

合計
調整額
(注)②

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)③

舶用機関
関連

陸用機関
関連

計

売上高

外部顧客への
売上高

35,109 5,037 40,147 2,725 42,872 ― 42,872

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 35,109 5,037 40,147 2,725 42,872 ― 42,872

セグメント利益又
は損失(△)

3,972 △299 3,672 281 3,953 △2,013 1,940

(注)①「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機器関連事業、不動産賃貸関連事

業、売電関連事業及び精密部品関連事業を含んでおります。

②セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

③セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第３四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日) (単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)①

合計
調整額
(注)②

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)③

舶用機関
関連

陸用機関
関連

計

売上高

外部顧客への
売上高

32,469 4,209 36,678 2,398 39,076 ― 39,076

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 32,469 4,209 36,678 2,398 39,076 ― 39,076

セグメント利益又
は損失(△)

2,717 △148 2,568 242 2,811 △1,782 1,028

(注)①「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機器関連事業、不動産賃貸関連事

業、売電関連事業及び精密部品関連事業を含んでおります。

②セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

③セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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３．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

　 当第３四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日）

　1）生 産 実 績

当第３四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメントの名称 数 量 金 額
前年同四半期増減率

馬力 ％

　内燃機関部門

　 舶用機関関連 780,393 32,469 △7.5

　 陸用機関関連 27,284 4,209 △16.4

　その他の部門 ― 1,915 △14.6

合 計 38,594 △9.0

（注）①金額は、販売価格によっております。

②上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　2）受 注 実 績

当第３四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります

（単位：百万円）

セグメントの名称
受注高 受注残高

数 量 金 額
前年同四半期

増減率
数 量 金 額

前年同四半期
増減率

馬力 ％ 馬力 ％

　内燃機関部門

　 舶用機関関連 919,281 39,076 21.3 1,361,462 32,784 14.6

(20,040) (11,663)

　 陸用機関関連 96,717 6,056 △27.1 177,285 7,177 △15.2

(949) (381)

　その他の部門 ― 1,860 △14.9 ― 500 △8.5

(―) (―)

合 計
46,993

10.0
40,462

7.5
(20,990) (12,045)

（注）①金額は、販売価格によっております。

②（ ）内は輸出受注高、輸出受注残高を示し、内数であります。

③上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　3）販 売 実 績

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　 （単位：百万円）

セグメントの名称 数量 金額 輸出比率 前年同四半期増減率

馬力 ％ ％

　内燃機関部門

　 舶用機関関連 780,393 32,469 54.9 △7.5

(17,836)

　 陸用機関関連 27,284 4,209 24.6 △16.4

(1,037)

　その他の部門 ― 2,398 ― △12.0

(―)

合 計
39,076

48.3 △8.9
(18,873)

（注）①（ ）内は輸出高を示し、内数であります。

　 ②主要な輸出地域及び割合は次のとおりであります。

　 アジア（69.8％）、欧州（17.1％）、中南米（9.1％）、北米（3.4％）、その他（0.6％）

　 ③「その他の部門」には精密部品関連（1,137百万円）、産業機器関連（778百万円）および不動産賃貸関連

　 等（482百万円）を含んでおります。

　 ④上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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