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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第１四半期の連結業績（2019年４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 ％

2020年３月期第１四半期 5,778 △7.2 163 △34.8 163 △27.3 95 △24.2

2019年３月期第１四半期 6,229 12.3 250 24.1 224 8.2 126 4.9
 
(注) 包括利益 2020年３月期第１四半期 125 百万円 ( 64.4％) 2019年３月期第１四半期 76 百万円 ( △25.4％)

  

 
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

2020年３月期第１四半期 13.92 －

2019年３月期第１四半期 18.37 －
  
（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 ％ 

2020年３月期第１四半期 14,767 5,452 36.6 

2019年３月期 14,982 5,444 36.1 
 
(参考) 自己資本 2020年３月期第１四半期 5,406 百万円 2019年３月期 5,401 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 

 2019年３月期 － 11.00 － 17.00 28.00 

 2020年３月期 －   

 2020年３月期(予想)   13.00 － 18.00 31.00 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日） 
 (％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 13,300 6.9 485 △5.4 474 △6.8 285 △1.3 41.49

通期 27,600 8.2 1,200 6.0 1,180 6.8 718 6.4 104.54

(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 ： 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 ： 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) 2020年３月期１Ｑ 6,868,840株 2019年３月期 6,868,840株

② 期末自己株式数 2020年３月期１Ｑ 335株 2019年３月期 335株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期１Ｑ 6,868,505株 2019年３月期１Ｑ 6,868,620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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

  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「（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１四半期連結累計期間（2019年４月１日～2019年６月30日）における我が国経済は、企業の業績や雇用・所得

環境の改善が続く中で景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、世界経済は米中貿易摩擦による経済成長の減速や

金融資本市場の変動の影響などが引き続き懸念されております。 

 また、工作機械業界においては世界的な景気の先行きの不透明感が増している事から、設備投資への慎重姿勢が広

がっており、当社グループの属する機械工具業界も低調に推移しました。 

 このような環境の中、当社グループにおきましては、テクニカルセンターの活用など企業成長のための取組みを積

極的に展開しましたが、厳しい事業環境を背景に業績は低調に推移しました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は5,778,416千円（前年同四半期比7.2％減）、営業利益は

163,156千円（前年同四半期比34.8％減）、経常利益は163,618千円（前年同四半期比27.3％減）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は95,629千円（前年同四半期比24.2％減）となりました。 

 

        セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

 

切削工具事業 

切削工具事業につきましては、機械工具業界が厳しい事業環境となる中、卸部門においては、主要取扱メーカー

の販売強化施策等を実施し、直販部門においては、当社の強みである提案営業を推進しましたが、売上高及びセグ

メント利益は低調に推移いたしました。 

この結果、売上高は3,743,400千円（前年同四半期比5.2％減）、セグメント利益は109,138千円（前年同四半期

比9.6％減）となりました。 

 

耐摩工具事業 

耐摩工具事業につきましては、主力販売先である製缶業界への取り組みを中心として、製袋・電池・破砕刃等の

業界へも展開いたしましたが、売上高及びセグメント利益は低調に推移しました。 

この結果、売上高は627,215千円（前年同四半期比9.5％減）、セグメント利益は50,425千円（前年同四半期比

26.0％減）となりました。 

 

海外事業 

海外事業につきましては、当事業の主要国である中国の現地法人において自動車業界向けの販売が大きく減少す

る等、米中貿易摩擦の影響を受けたことを主因として売上高及びセグメント利益は低調に推移いたしました。 

この結果、売上高は1,157,452千円（前年同四半期比9.5％減）、セグメント損失は216千円（前年同四半期は

47,538千円のセグメント利益）となりました。 

 

光製品事業 

光製品事業につきましては、中国のフラットパネルディスプレイ関連の投資や半導体市場が低調となり、当社の

外観検査装置業界への光学機器等の販売等に影響したことから売上高及びセグメント利益は低調に推移しました。 

この結果、売上高は250,348千円（前年同四半期比18.4％減）、セグメント利益は8,620千円（前年同四半期比

33.8％減）となりました。 
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（２）財政状態に関する説明 

（総資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて193,778千円減少し、12,138,273千円となりました。これは主に、新規商

材等の増加により商品が269,582千円増加した一方で、受取手形及び売掛金が391,111千円減少したことなどによりま

す。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて21,307千円減少し、2,628,831千円となりました。これは主に、投資その

他の資産のその他が15,850千円、減価償却等により有形固定資産の建物及び構築物（純額）が4,516千円減少したこ

となどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて215,086千円減少し、14,767,104千円となりました。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて286,640千円減少し、7,847,454千円となりました。これは主に、短期借入

金が238,410千円増加した一方で、支払手形及び買掛金が316,390千円、法人税等の支払により未払法人税等が

205,922千円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて62,870千円増加し、1,466,800千円となりました。これは主に、長期借入

金が56,736千円増加したことなどによります。 

この結果、負債は、前連結会計年度末に比べて223,769千円減少し、9,314,255千円となりました。 

 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて8,683千円増加し、5,452,849千円となりました。これは、利益剰余金が

21,135千円（親会社株主に帰属する四半期純利益による増加95,629千円、剰余金の配当による減少116,764千円）減

少した一方で、為替換算調整勘定が36,251千円増加したことなどによります。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

        連結業績予想につきましては2019年５月10日に公表いたしました数値から変更はありません。 
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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 
(2019年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 1,857,866 1,770,773

  受取手形及び売掛金 5,352,713 4,961,601

  商品 4,817,492 5,087,075

  その他 351,395 359,899

  貸倒引当金 △47,416 △41,076

  流動資産合計 12,332,051 12,138,273

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 312,850 308,334

   土地 891,806 891,806

   その他（純額） 146,862 148,646

   有形固定資産合計 1,351,519 1,348,786

  無形固定資産 

   その他 231,869 229,190

   無形固定資産合計 231,869 229,190

  投資その他の資産 

   その他 1,083,569 1,067,719

   貸倒引当金 △16,819 △16,865

   投資その他の資産合計 1,066,750 1,050,854

  固定資産合計 2,650,139 2,628,831

 資産合計 14,982,191 14,767,104

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 5,186,339 4,869,949

  短期借入金 1,697,913 1,936,323

  1年内返済予定の長期借入金 419,532 449,732

  未払法人税等 246,063 40,140

  賞与引当金 192,200 96,520

  役員賞与引当金 46,640 21,865

  その他 345,405 432,922

  流動負債合計 8,134,094 7,847,454

 固定負債 

  長期借入金 916,995 973,731

  役員退職慰労引当金 213,328 218,261

  退職給付に係る負債 263,775 264,996

  その他 9,831 9,812

  固定負債合計 1,403,930 1,466,800

 負債合計 9,538,024 9,314,255

 



                              ㈱Ｃｏｍｉｎｉｘ（3173）2020 年３月期 第１四半期決算短信 

― 5 ― 

 
           (単位：千円)
          

前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 350,198 350,198

  資本剰余金 330,198 330,198

  利益剰余金 4,682,091 4,660,956

  自己株式 △219 △219

  株主資本合計 5,362,268 5,341,133

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 22,219 11,956

  為替換算調整勘定 17,454 53,705

  その他の包括利益累計額合計 39,673 65,662

 非支配株主持分 42,224 46,054

 純資産合計 5,444,166 5,452,849

負債純資産合計 14,982,191 14,767,104
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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１四半期連結累計期間 

           (単位：千円)
          前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日 
 至 2018年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 
 至 2019年６月30日) 

売上高 6,229,494 5,778,416

売上原価 4,926,360 4,547,552

売上総利益 1,303,133 1,230,864

販売費及び一般管理費 1,052,959 1,067,707

営業利益 250,174 163,156

営業外収益 

 受取利息 442 541

 受取配当金 1,080 1,044

 仕入割引 17,577 8,146

 補助金収入 － 11,920

 その他 4,644 7,295

 営業外収益合計 23,743 28,948

営業外費用 

 支払利息 5,403 7,149

 売上割引 10,909 11,068

 為替差損 23,814 4,659

 その他 8,875 5,608

 営業外費用合計 49,002 28,486

経常利益 224,915 163,618

税金等調整前四半期純利益 224,915 163,618

法人税、住民税及び事業税 55,160 30,490

法人税等調整額 39,782 34,663

法人税等合計 94,943 65,153

四半期純利益 129,972 98,465

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,799 2,836

親会社株主に帰属する四半期純利益 126,172 95,629
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

           (単位：千円)
          前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日 
 至 2018年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 
 至 2019年６月30日) 

四半期純利益 129,972 98,465

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 △8,329 △10,262

 為替換算調整勘定 △45,356 37,245

 その他の包括利益合計 △53,686 26,982

四半期包括利益 76,286 125,448

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 73,009 121,618

 非支配株主に係る四半期包括利益 3,276 3,830
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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。 

 
 

（セグメント情報等） 

前第１四半期連結累計期間（自  2018年４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 

合計 
調整額 

(注) 

四半期連結

損益計算書

計上額 切削工具事業 耐摩工具事業 海外事業 光製品事業

売上高   

  外部顧客への売上高 3,950,779 693,200 1,278,740 306,773 6,229,494 － 6,229,494

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
1,971 － 4,027 － 5,999 △5,999 －

計 3,952,751 693,200 1,282,767 306,773 6,235,494 △5,999 6,229,494

セグメント利益 120,782 68,138 47,538 13,013 249,473 701 250,174

(注)１ セグメント利益の調整額701千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

   ２ セグメント利益は、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１四半期連結累計期間（自  2019年４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 

合計 
調整額 

(注) 

四半期連結

損益計算書

計上額 切削工具事業 耐摩工具事業 海外事業 光製品事業

売上高   

  外部顧客への売上高 3,743,400 627,215 1,157,452 250,348 5,778,416 － 5,778,416

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
－ － 4,927 － 4,927 △4,927 －

計 3,743,400 627,215 1,162,380 250,348 5,783,344 △4,927 5,778,416

セグメント利益 

 又は損失（△） 
109,138 50,425 △216 8,620 167,969 △4,812 163,156

(注)１ セグメント利益又は損失の調整額△4,812千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

  ２ 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。 

 

 




