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(百万円未満切捨て)

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 22,292 0.1 719 △8.2 802 △15.7 559 △21.0

30年３月期第３四半期 22,264 13.0 783 73.8 952 184.1 708 218.2
(注) 包括利益 31年３月期第３四半期 327百万円(△69.0％) 30年３月期第３四半期 1,057百万円( 365.0％)
　

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 24.98 －

30年３月期第３四半期 31.60 －
　

　

（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 25,265 13,621 53.6

30年３月期 25,467 13,544 52.9
(参考) 自己資本 31年３月期第３四半期 13,549百万円 30年３月期 13,470百万円
　

　

　

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 － － － 11.00 11.00

31年３月期 － － －

31年３月期(予想) 11.00 11.00
(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 30,000 1.9 900 △5.3 1,000 △8.4 700 △18.5 31.24
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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)

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 ： 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３Ｑ 22,558,063株 30年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 31年３月期３Ｑ 152,551株 30年３月期 152,379株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期３Ｑ 22,405,568株 30年３月期３Ｑ 22,405,880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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続き

ましたが、米中貿易摩擦の影響が徐々に顕在化するなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

　このような状況下におきまして、当第３四半期連結累計期間の売上高は222億9千2百万円と前年同四半期比0.1％

増加、営業利益につきましては7億1千9百万円と前年同四半期比8.2％減少いたしました。

　経常利益は8億2百万円と前年同四半期比15.7％減少、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては5億5千9

百万円と前年同四半期比21.0％の減少となりました。

　セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等の鋼材を販売しております商事部門は、

売上高は127億1千3百万円と前年同四半期比1.4％減少、セグメント利益（営業利益）は4億4千1百万円と前年同四半

期比6.2％の増加となりました。

　焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鈑金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきまして

は、売上高は11億2千7百万円と前年同四半期比5.4％減少、セグメント利益（営業利益）は1億2千3百万円と前年同

四半期比36.6％の減少となりました。鈑金加工品部門は、売上高は54億6千4百万円と前年同四半期比0.8％増加、セ

グメント利益（営業利益）は6億6千5百万円と前年同四半期比4.0％の減少となりました。

　また、海外事業につきましては、売上高は29億8千7百万円と前年同四半期比8.4％増加、セグメント利益（営業利

益）は3億6百万円と前年同四半期比17.3％の増加となりました。

（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は、前連結会計年度末より2億1百万円減少し、252億6千5百万円とな

りました。主な内訳は以下のとおりであります。

　（イ）流動資産

流動資産の残高は、主に現金及び預金の減少により166億4千4百万円（前連結会計年度末比4億7千9百万円減少）

となりました。

　（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に建設仮勘定の増加により86億2千万円（前連結会計年度末比2億7千7百万円増加）となり

ました。

　（ハ）流動負債

流動負債の残高は、主に未払法人税等の減少により97億5千万円（前連結会計年度末比2億3千1百万円減少）とな

りました。

　（二）固定負債

固定負債の残高は、主に長期借入金の減少により18億9千3百万円（前連結会計年度末比4千8百万円減少）となり

ました。

　（ホ）純資産

純資産の残高は、主に利益剰余金の増加により136億2千1百万円（前連結会計年度末比7千7百万円増加）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

　業績予想につきましては、現時点において、平成30年５月11日に発表いたしました業績予想を変更しておりま

せん。
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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 5,340,378 4,590,038

受取手形及び売掛金 6,856,977 6,486,662

電子記録債権 1,380,782 1,775,297

商品及び製品 2,562,007 2,679,660

仕掛品 404,912 468,762

原材料及び貯蔵品 423,895 413,411

その他 164,992 241,906

貸倒引当金 △9,881 △10,765

流動資産合計 17,124,064 16,644,973

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,713,892 1,697,706

機械装置及び運搬具（純額） 1,764,180 1,857,205

工具、器具及び備品（純額） 102,614 148,975

土地 1,492,010 1,477,601

リース資産（純額） 85,962 135,079

建設仮勘定 304,966 621,333

有形固定資産合計 5,463,626 5,937,902

無形固定資産 54,377 57,618

投資その他の資産

投資有価証券 1,954,385 1,598,089

退職給付に係る資産 145,702 165,966

その他 733,765 868,972

貸倒引当金 △8,640 △8,000

投資その他の資産合計 2,825,213 2,625,028

固定資産合計 8,343,217 8,620,548

資産合計 25,467,282 25,265,522
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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３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,142,917 8,145,821

短期借入金 634,512 532,556

未払法人税等 225,463 82,334

未払消費税等 16,583 15,510

賞与引当金 259,292 130,240

役員賞与引当金 49,000 36,750

その他 654,214 807,118

流動負債合計 9,981,983 9,750,331

固定負債

長期借入金 494,945 323,599

役員退職慰労引当金 463,617 500,051

退職給付に係る負債 772,220 813,307

その他 210,510 256,286

固定負債合計 1,941,293 1,893,245

負債合計 11,923,277 11,643,576

純資産の部

株主資本

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金 1,469,608 1,469,608

利益剰余金 9,234,422 9,544,627

自己株式 △40,739 △40,843

株主資本合計 12,512,137 12,822,239

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 745,689 496,439

繰延ヘッジ損益 1,322 －

為替換算調整勘定 212,836 232,684

退職給付に係る調整累計額 △1,762 △1,899

その他の包括利益累計額合計 958,086 727,224

非支配株主持分 73,779 72,480

純資産合計 13,544,004 13,621,945

負債純資産合計 25,467,282 25,265,522
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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：千円)
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 22,264,556 22,292,053

売上原価 19,030,073 19,086,677

売上総利益 3,234,482 3,205,375

販売費及び一般管理費 2,451,091 2,485,899

営業利益 783,391 719,476

営業外収益

受取利息 1,988 1,397

受取配当金 38,603 43,478

為替差益 122,854 22,934

その他 27,717 29,977

営業外収益合計 191,163 97,788

営業外費用

支払利息 18,500 12,119

その他 3,976 2,797

営業外費用合計 22,476 14,916

経常利益 952,077 802,347

特別利益

固定資産売却益 5,784 56

補助金収入 － 3,200

受取保険金 12,352 866

その他 － 640

特別利益合計 18,136 4,762

特別損失

固定資産売却損 2,710 －

固定資産除却損 13,875 21,129

特別損失合計 16,586 21,129

税金等調整前四半期純利益 953,627 785,980

法人税等 240,323 225,232

四半期純利益 713,304 560,747

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,178 1,044

親会社株主に帰属する四半期純利益 708,125 559,703
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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：千円)
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 713,304 560,747

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 278,129 △254,736

繰延ヘッジ損益 － △1,322

為替換算調整勘定 58,716 22,992

退職給付に係る調整額 7,631 △137

その他の包括利益合計 344,477 △233,205

四半期包括利益 1,057,781 327,542

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,046,932 328,841

非支配株主に係る四半期包括利益 10,849 △1,298
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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)

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益及びこれ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。なお、法人税等調整額

は、法人税等に含めて表示しております。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」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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