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(百万円未満切捨て)

１．2019年12月期第２四半期の連結業績（2019年１月１日～2019年６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 ％

2019年12月期第２四半期 5,779 △3.4 408 △34.7 440 △33.1 305 △30.5

2018年12月期第２四半期 5,982 35.4 626 － 659 845.2 439 △62.2
(注) 包括利益 2019年12月期第２四半期 312百万円( △20.1％) 2018年12月期第２四半期 391百万円(△69.7％)
　

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

2019年12月期第２四半期 52.14 －
2018年12月期第２四半期 75.13 －

　

　

（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 ％

2019年12月期第２四半期 18,152 12,255 67.5

2018年12月期 15,843 12,094 76.3
(参考) 自己資本 2019年12月期第２四半期 12,255百万円 2018年12月期 12,094百万円
　

　　

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

2018年12月期 － 0.00 － 30.00 30.00

2019年12月期 － 0.00

2019年12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
　　

　 2018年12月期期末配当金の内訳 普通配当 15円00銭 記念配当 10円00銭 特別配当 ５円00銭
　 2019年12月期(予想)期末配当金の内訳 普通配当 15円00銭 記念配当 10円00銭

　

３．2019年12月期の連結業績予想（2019年１月１日～2019年12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 13,500 6.2 1,200 9.7 1,220 6.2 850 1.2 145.15
(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 ： 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) 2019年12月期２Ｑ 6,392,736株 2018年12月期 6,392,736株

② 期末自己株式数 2019年12月期２Ｑ 525,826株 2018年12月期 536,544株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2019年12月期２Ｑ 5,859,393株 2018年12月期２Ｑ 5,850,087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）３
ページ「1．（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我が国経済は、輸出は弱含み、生産の一部に弱さが続くものの、設備投資は

機械投資に弱さもみられるが緩やかな増加傾向にあり、雇用情勢は着実に改善、企業収益は高い水準で底堅く推移

するなど、全体として緩やかに回復いたしました。

一方世界経済は、中国では景気は緩やかに減速しているものの、米国では景気は着実に回復が続き、欧州では景

気は一部に弱さがみられるものの緩やかに回復するなど、全体として緩やかに回復いたしました。

このような状況下、当社グループは国内外で積極的な営業活動を展開した結果、売上高は5,779百万円(前年同四

半期比3.4％減)となり、利益面につきましては、営業利益は408百万円(前年同四半期比34.7％減)、経常利益は440

百万円(前年同四半期比33.1％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は305百万円(前年同四半期比30.5％減)とな

りました。

当第２四半期連結累計期間のセグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①巻線機事業

巻線機事業に関しては、受注残高が13,350百万円と過去最高をさらに更新するなど、受注活動は自動車関連

向け案件を中心に好調に推移しているものの、売上は下期案件が多いことから、売上高は3,676百万円(前年同

四半期比2.4％減)、開発案件の増加等によるコスト増もあり、セグメント利益は594百万円(前年同四半期比

22.9％減)となりました。

なお、当社グループの巻線機事業は、完全受注生産で、案件ごとに仕様やボリューム、納期等が大きく異な

るため、受注時期や売上時期は、四半期並びに通期単位で大きく変動することがあります。

②送風機・住設関連事業

送風機・住設関連事業に関しては、工作機械や産業用ロボット用軸流ファンの受注が減少し、浴室照明器具

も集合住宅向けの受注が低迷、拡販を目指していた全館空調システムが増加したものの全体の売上減少をカバ

ーできなかったこと等から、売上高は2,102百万円(前年同四半期比5.1％減)、軸流ファンの売上減少が響き、

セグメント損失は13百万円(前年同四半期は40百万円のセグメント利益)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

１．資産、負債及び純資産の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて19.7％増加し、13,540百万円となりました。これは主に、仕掛品が

1,189百万円、現金及び預金が992百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が449百万円減少したこと等によ

るものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.8％増加し、4,611百万円となりました。これは主に、機械装置及

び運搬具が51百万円増加したこと等によるものであります。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて

14.6％増加し、18,152百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて64.2％増加し、5,511百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が1,273百万円、前受金が757百万円それぞれ増加し、受注損失引当金が218百万円減少したこと等によ

るものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.9％減少し、385百万円となりました。この結果、負債合計は、前

連結会計年度末に比べて57.3％増加し、5,896百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.3％増加し、12,255百万円となりました。これは主に、利益剰余

金が129百万円増加したこと等によるものであります。

２．キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ1,057百万円（29.7％）増加し、4,617百万円となりました。

当第２四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）

営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べ1,001百万円（334.5％）増加し、1,300百万円となりました。

収入の主な内訳は、仕入債務の増加額1,162百万円、前受金の増加額766百万円等であります。また、支出の主

な内訳は、たな卸資産の増加額1,601百万円、受注損失引当金の減少額218百万円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は前年同期に比べ200百万円（78.8％）減少し、54百万円となりました。支出の

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出97百万円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は前年同期に比べ0.2％増加し、176百万円となりました。支出の主な内訳は配

当金の支払額174百万円等であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想については、2019年２月14日に公表した業績予想に変更はありません。この予想は、本資料発表日現在

において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想値と異なる可能性

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：千円)

前連結会計年度
(2018年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,724,795 4,717,241

受取手形及び売掛金 3,417,580 2,967,841

電子記録債権 989,924 1,000,434

商品及び製品 931,852 1,343,350

仕掛品 1,435,756 2,624,870

原材料及び貯蔵品 610,090 602,312

未収還付法人税等 72,952 1,626

その他 130,557 284,762

貸倒引当金 △2,401 △2,184

流動資産合計 11,311,107 13,540,256

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,926,772 2,921,145

減価償却累計額 △1,834,558 △1,873,975

建物及び構築物（純額） 1,092,214 1,047,169

機械装置及び運搬具 1,444,338 1,537,415

減価償却累計額 △1,035,040 △1,076,672

機械装置及び運搬具（純額） 409,298 460,742

工具、器具及び備品 1,215,435 1,254,736

減価償却累計額 △1,078,304 △1,110,472

工具、器具及び備品（純額） 137,130 144,264

土地 1,575,464 1,574,544

建設仮勘定 395,966 404,961

有形固定資産合計 3,610,075 3,631,682

無形固定資産

ソフトウエア 80,616 80,146

電話加入権 3,043 3,043

その他 131 1,167

無形固定資産合計 83,791 84,358

投資その他の資産

投資有価証券 333,469 344,153

破産更生債権等 0 0

退職給付に係る資産 258,132 256,108

繰延税金資産 219,816 261,184

その他 26,631 34,416

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 838,049 895,863

固定資産合計 4,531,916 4,611,904

資産合計 15,843,024 18,152,160
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,717,259 2,990,343

未払金 301,585 293,529

未払法人税等 33,037 203,770

前受金 777,633 1,534,696

賞与引当金 69,107 63,957

アフターサービス引当金 71,297 70,385

受注損失引当金 218,419 －

その他 167,573 354,800

流動負債合計 3,355,913 5,511,483

固定負債

繰延税金負債 15,796 16,213

退職給付に係る負債 170,714 170,115

資産除去債務 19,618 19,778

その他 186,544 179,005

固定負債合計 392,674 385,112

負債合計 3,748,587 5,896,596

純資産の部

株主資本

資本金 1,250,816 1,250,816

資本剰余金 1,799,593 1,816,387

利益剰余金 9,499,606 9,629,408

自己株式 △376,254 △368,838

株主資本合計 12,173,761 12,327,773

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 77,340 83,852

繰延ヘッジ損益 20,971 26,089

為替換算調整勘定 △177,637 △182,150

その他の包括利益累計額合計 △79,325 △72,208

純資産合計 12,094,436 12,255,564

負債純資産合計 15,843,024 18,152,160
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年１月１日
　至 2018年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 5,982,962 5,779,276

売上原価 4,129,142 4,276,786

売上総利益 1,853,820 1,502,490

販売費及び一般管理費 1,227,265 1,093,615

営業利益 626,554 408,874

営業外収益

受取利息 1,605 603

受取配当金 4,614 4,877

受取賃貸料 6,932 6,778

為替差益 7,864 5,991

作業くず売却益 5,529 6,993

その他 7,376 9,004

営業外収益合計 33,923 34,249

営業外費用

支払利息 － 96

賃貸費用 － 967

減価償却費 1,332 1,167

その他 12 4

営業外費用合計 1,345 2,236

経常利益 659,133 440,887

特別利益

固定資産売却益 2,970 799

投資有価証券売却益 － 15

特別利益合計 2,970 815

特別損失

固定資産除売却損 0 －

特別損失合計 0 －

税金等調整前四半期純利益 662,103 441,703

法人税、住民税及び事業税 231,748 182,071

法人税等調整額 △9,153 △45,855

法人税等合計 222,594 136,215

四半期純利益 439,508 305,487

親会社株主に帰属する四半期純利益 439,508 305,487

決算短信（宝印刷） 2019年08月09日 10時35分 8ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社小田原エンジニアリング(6149) 2019年12月期 第２四半期決算短信

－ 7 －

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：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年１月１日
　至 2018年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益 439,508 305,487

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △32,984 6,511

繰延ヘッジ損益 17,221 5,118

為替換算調整勘定 △32,734 △4,513

その他の包括利益合計 △48,496 7,116

四半期包括利益 391,011 312,603

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 391,011 312,603
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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２四半期連結累計期間

(自 2018年１月１日
　至 2018年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年６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 662,103 441,703

減価償却費 131,991 162,794

投資有価証券売却損益（△は益） － △15

固定資産除売却損益（△は益） △2,970 △799

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △139,390 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △4,852 △599

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 2,724 2,023

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,567 △5,088

アフターサービス引当金の増減額（△は減少） 8,328 △687

貸倒引当金の増減額（△は減少） △495 △217

受注損失引当金の増減額（△は減少） － △218,419

受取利息及び受取配当金 △6,220 △5,481

支払利息 － 96

売上債権の増減額（△は増加） 834,227 434,663

たな卸資産の増減額（△は増加） △302,236 △1,601,247

仕入債務の増減額（△は減少） 165,199 1,162,453

未払金の増減額（△は減少） △43,740 16,418

前受金の増減額（△は減少） △431,802 766,838

その他 218,141 95,999

小計 1,086,439 1,250,435

利息及び配当金の受取額 6,234 4,433

利息の支払額 － △96

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △793,354 45,864

営業活動によるキャッシュ・フロー 299,320 1,300,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） － 64,800

有形固定資産の取得による支出 △245,677 △97,663

有形固定資産の売却による収入 3,020 3,762

無形固定資産の取得による支出 △12,641 △23,665

投資有価証券の取得による支出 △2,805 △1,818

投資有価証券の売却による収入 － 98

長期貸付金の回収による収入 3,354 54

その他 － 393

投資活動によるキャッシュ・フロー △254,749 △54,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △493 △154

配当金の支払額 △174,347 △174,617

その他 △1,022 △1,368

財務活動によるキャッシュ・フロー △175,864 △176,140

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,602 △13,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △136,896 1,057,086

現金及び現金同等物の期首残高 5,136,862 3,560,155

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,999,965 4,617,241
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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。

（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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年６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)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２巻線機事業

送風機・住設
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,767,099 2,215,863 5,982,962 － 5,982,962

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 312 312 △312 －

計 3,767,099 2,216,175 5,983,274 △312 5,982,962

セグメント利益 771,254 40,834 812,088 △185,533 626,554

　(注)１.セグメント利益の調整額△185,533千円の主なものは、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り当社の管理部門に係る費用等であります。

　 ２.セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６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)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２巻線機事業

送風機・住設
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,676,979 2,102,296 5,779,276 － 5,779,276

セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ 502 502 △502 －

計 3,676,979 2,102,798 5,779,778 △502 5,779,276

セグメント利益
又は損失（△）

594,835 △13,003 581,831 △172,956 408,874

　(注)１.セグメント利益又は損失の調整額△172,956千円の主なものは、各報告セグメントに配分していない全社

費用であり当社の管理部門に係る費用等であります。

　 ２.セグメント利益又は損失は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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