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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 51,766 1.3 1,152 △33.1 1,150 △33.3 696 △39.4

30年3月期第3四半期 51,112 4.3 1,720 △35.2 1,724 △36.8 1,150 △40.7

（注）包括利益 31年3月期第3四半期　　513百万円 （△73.7％） 30年3月期第3四半期　　1,955百万円 （33.4％）

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 27.83 ―

30年3月期第3四半期 45.96 ―

(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3四半期 56,430 29,393 51.9 1,169.66

30年3月期 59,953 29,521 49.0 1,174.26

（参考）自己資本 31年3月期第3四半期 29,280百万円 30年3月期 29,397百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00

31年3月期 ― ― ―

31年3月期（予想） 25.00 25.00

（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 78,000 2.7 4,300 △12.5 4,300 △10.8 3,200 △10.2 127.82

（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 29,172,000 株 30年3月期 29,172,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期3Q 4,138,650 株 30年3月期 4,137,485 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期3Q 25,033,964 株 30年3月期3Q 25,034,603 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、四半期決
算短信（添付資料）２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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による成長戦略に基づく経済政策を背景に、企業収益

の向上や雇用情勢が改善するなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、米中の貿易摩擦の激

化をはじめとする海外経済の不確実性や、金融資本市場の変動の影響が懸念され、依然として先行き不透明な状

況が続いております。

防災・情報通信業界におきましては、企業収益が改善するなか民間設備投資が緩やかに増加しておりますが、

企業間競争による低価格化の進行や、原材料価格・労務費の上昇による工事コストの高騰など収益に影響を及ぼ

す要因もあります。

このような状況のもと、当社グループは、全社を挙げて営業活動を推進した結果、受注高は60,805百万円(前年

同期比2.2％減)と前年同期に比べ減少したものの、売上高は51,766百万円(同1.3％増)と増加しました。利益につ

きましては、比較的利益率の高いリニューアル売上の減少や海外における新製品投入遅延に伴う原価率悪化から、

第１四半期に大幅な減益となったことが響き、営業利益は1,152百万円(同33.1％減)、経常利益は1,150百万円(同

33.3％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は696百万円(同39.4％減)といずれも前年同期を下回る結果とな

りました。なお、第２四半期以降におきましては、火災報知設備部門は国内・海外ともに前期に比べ減益幅が縮

小しており、消火設備部門は増益で進捗しております。

また、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大

きいため、第４四半期連結会計期間の売上高と他の四半期連結会計期間の売上高との間に著しい相違があり、業

績に季節的変動があります。

（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総資産の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ3,522百万円減少し、

56,430百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したことなどによるものであります。

負債の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ3,394百万円減少し、27,037百万円となりました。

これは主に、未払法人税等やその他に含まれる未払金が減少したことなどによるものであります。

また、純資産の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ128百万円減少し、29,393百万円となりま

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月期の通期の業績予想につきましては、現時点において平成30年10月31日に公表いたしました予想

数値に変更はありません。

今後、業績予想数値に修正が必要と判断された場合は速やかに公表いたします。
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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 9,023 5,046

受取手形及び売掛金 23,309 18,573

製品 4,148 5,874

仕掛品 562 622

原材料 3,407 4,292

未成工事支出金 2,295 4,381

その他 550 719

貸倒引当金 △67 △64

流動資産合計 43,232 39,446

固定資産

有形固定資産

土地 3,874 3,962

その他（純額） 4,953 5,184

有形固定資産合計 8,827 9,146

無形固定資産

のれん 279 502

その他 724 720

無形固定資産合計 1,004 1,223

投資その他の資産

その他 6,990 6,713

貸倒引当金 △101 △98

投資その他の資産合計 6,889 6,615

固定資産合計 16,721 16,984

資産合計 59,953 56,430

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,419 4,174

電子記録債務 6,725 6,663

短期借入金 1,441 1,073

未払法人税等 1,148 210

工事損失引当金 285 227

製品補償引当金 65 42

リコール関連引当金 185 120

その他 9,877 8,202

流動負債合計 24,148 20,715

固定負債

役員退職慰労引当金 3 5

役員株式給付引当金 - 22

退職給付に係る負債 5,338 5,361

その他 941 932

固定負債合計 6,283 6,322

負債合計 30,432 27,037
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,798 3,798

資本剰余金 2,728 2,807

利益剰余金 27,149 27,220

自己株式 △4,445 △4,526

株主資本合計 29,231 29,300

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,251 1,062

土地再評価差額金 △641 △641

為替換算調整勘定 △591 △696

退職給付に係る調整累計額 146 255

その他の包括利益累計額合計 166 △19

非支配株主持分 124 112

純資産合計 29,521 29,393

負債純資産合計 59,953 56,430
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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 51,112 51,766

売上原価 34,875 35,675

売上総利益 16,237 16,090

販売費及び一般管理費 14,516 14,938

営業利益 1,720 1,152

営業外収益

受取利息 2 5

受取配当金 54 56

その他 31 41

営業外収益合計 88 102

営業外費用

支払利息 22 25

売上割引 20 21

支払手数料 9 27

その他 33 29

営業外費用合計 85 104

経常利益 1,724 1,150

特別利益

有形固定資産売却益 10 6

投資有価証券売却益 64 -

特別利益合計 75 6

特別損失

有形固定資産売却損 - 2

有形固定資産除却損 6 10

投資有価証券評価損 33 -

特別損失合計 40 13

税金等調整前四半期純利益 1,759 1,143

法人税、住民税及び事業税 273 227

法人税等調整額 329 216

法人税等合計 602 443

四半期純利益 1,156 699

非支配株主に帰属する四半期純利益 5 3

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,150 696
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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 1,156 699

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 456 △189

為替換算調整勘定 228 △105

退職給付に係る調整額 114 108

その他の包括利益合計 799 △185

四半期包括利益 1,955 513

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,949 511

非支配株主に係る四半期包括利益 5 2
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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。
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