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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第1四半期 1,882 25.2 70 538.8 80 ― 54 ―

29年3月期第1四半期 1,503 △12.6 10 △85.8 △33 △136.0 △32 △136.7

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　24百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△113百万円 （―％）

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

30年3月期第1四半期 8.55 ―

29年3月期第1四半期 △5.15 ―

(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

30年3月期第1四半期 8,256 6,263 75.9 989.07

29年3月期 8,354 6,302 75.4 995.27

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 6,263百万円 29年3月期 6,302百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

（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30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 7,100 2.7 200 13.2 210 10.7 155 3.1 24.48

（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

(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） 30年3月期1Q 7,300,000 株 29年3月期 7,300,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 967,658 株 29年3月期 967,658 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 6,332,342 株 29年3月期1Q 6,332,905 株

※四半期決算短信は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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策等を背景に雇用環境および企業収

益は緩やかな回復基調が続いております。一方で、中国をはじめとした新興国の経済成長の鈍化、米国政権の政策

動向の影響等による世界経済の不確実性や海外の地政学リスクの高まりなど、依然として先行き不透明な状況が続

いております。

このような経済環境のもと、当社グループにおきましては、ＯＥＭ純正フロアーマットメーカーとして購買層の

ニーズに沿った新製品の開発から既存品の高付加価値商品化を高め、積極的な営業展開を進めるとともに、コスト

競争力のある生産調達ルートの確立と生産効率の向上から収益体質の強化に努めてまいりました。その結果、売上

高18億82百万円（前年同期比25.2％増）、営業利益70百万円（前年同期比538.8％増）、経常利益80百万円（前年同

期は、経常損失33百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益54百万円（前年同期は、親会社株主に帰属する四

半期純損失32百万円）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①自動車用品関連

自動車用品関連につきましては、国内自動車販売は、軽自動車の販売回復および新型車の販売好調など、主に各

自動車メーカーの安全技術や低燃費・省燃費を示した人気車種の販売増加の効果により、当社ＯＥＭ純正フロアー

マットの受注も好調に推移したことなどから、売上高14億14百万円（前年同期比34.0％増）、営業利益32百万円

（前年同期は、営業損失８百万円）となりました。

②産業資材関連

産業資材関連につきましては、新年度の需要期に伴い冷蔵庫や洗濯機など家電用関連部材の売上増加およびＩＣ

デバイスや各種電子部品等の搬送・保管用トレーの半導体関連部材等の売上が順調に推移いたしました。また、前

期から本格的に取り組みを進めている下水道補修用部材の売上も軌道に乗り始めたことなどから、売上高４億68百

万円（前年同期比4.3％増）営業利益37百万円（前年同期比93.5％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における当社グループの財政状態は次のとおりとなりました。

＜資産の部＞

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は82億56百万円となり、前連結会計年度末と比較して97百万円の減少と

なりました。

流動資産の合計は52億36百万円となり、前連結会計年度末と比較して74百万円の減少となりました。その主な要

因は、現金及び預金の減少１億98百万円、受取手形及び売掛金の減少34百万円、たな卸資産の増加１億74百万円、

繰延税金資産の減少20百万円によるものであります。

固定資産の合計は30億20百万円となり、前連結会計年度末と比較して23百万円の減少となりました。その主な要

因は、有形固定資産の減少19百万円、無形固定資産の減少10百万円によるものであります。

＜負債の部＞

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は19億93百万円となり、前連結会計年度末と比較して58百万円の減少と

なりました。

流動負債の合計は15億46百万円となり、前連結会計年度末と比較して54百万円の減少となりました。その主な要

因は、支払手形及び買掛金の増加76百万円、電子記録債務の減少23百万円、未払法人税等の減少51百万円、賞与引

当金の減少82百万円、その他の増加44百万円によるものであります。

固定負債の合計は４億46百万円となり、前連結会計年度末と比較して３百万円の減少となりました。その主な要

因は、長期借入金の約定返済による減少４百万円によるものであります。

＜純資産の部＞

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は62億63百万円となり、前連結会計年度末と比較して39百万円の減少

となりました。その主な要因は、利益剰余金の減少９百万円、その他有価証券評価差額金の増加７百万円、為替換

算調整勘定の減少41百万円によるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成29年５月12日に公表いたしました業績予想に変更は

ございません。
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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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,872,849 1,674,315

受取手形及び売掛金 1,628,118 1,593,220

商品及び製品 648,879 743,413

仕掛品 129,583 161,740

原材料及び貯蔵品 788,354 835,706

繰延税金資産 81,577 60,819

未収入金 88,801 84,096

その他 72,280 83,098

流動資産合計 5,310,446 5,236,411

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 638,858 632,100

土地 1,544,809 1,544,809

その他（純額） 303,197 290,458

有形固定資産合計 2,486,864 2,467,368

無形固定資産

土地使用権 243,935 234,053

その他 12,769 11,684

無形固定資産合計 256,704 245,738

投資その他の資産

投資その他の資産 300,280 307,051

投資その他の資産合計 300,280 307,051

固定資産合計 3,043,849 3,020,158

資産合計 8,354,295 8,256,570

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 524,693 601,671

電子記録債務 638,580 615,482

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 16,800 16,800

未払法人税等 58,906 7,821

賞与引当金 112,521 29,852

役員賞与引当金 19,200 ―

その他 180,861 225,118

流動負債合計 1,601,562 1,546,746

固定負債

長期借入金 8,000 3,800

繰延税金負債 18,110 21,126

再評価に係る繰延税金負債 281,303 281,303

役員退職慰労引当金 33,729 35,597

退職給付に係る負債 109,174 104,858

固定負債合計 450,317 446,684

負債合計 2,051,879 1,993,431
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,241,700 1,241,700

資本剰余金 1,203,754 1,203,754

利益剰余金 3,502,089 3,492,902

自己株式 △236,933 △236,933

株主資本合計 5,710,609 5,701,423

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15,402 22,651

土地再評価差額金 476,930 476,930

為替換算調整勘定 158,760 116,922

退職給付に係る調整累計額 △59,286 △54,788

その他の包括利益累計額合計 591,806 561,715

非支配株主持分 ― ―

純資産合計 6,302,416 6,263,138

負債純資産合計 8,354,295 8,256,570
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 1,503,905 1,882,283

売上原価 1,147,829 1,433,100

売上総利益 356,076 449,183

販売費及び一般管理費 345,090 379,013

営業利益 10,985 70,170

営業外収益

受取利息 179 107

受取配当金 1,826 1,403

受取賃貸料 1,111 1,111

為替差益 ― 6,329

その他 589 1,686

営業外収益合計 3,705 10,638

営業外費用

支払利息 229 143

為替差損 45,362 ―

その他 2,251 273

営業外費用合計 47,844 417

経常利益又は経常損失（△） △33,153 80,391

特別利益

固定資産売却益 1 73

特別利益合計 1 73

特別損失

固定資産除却損 0 3,975

特別損失合計 0 3,975

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△33,151 76,490

法人税、住民税及び事業税 △357 1,754

法人税等調整額 △164 20,598

法人税等合計 △521 22,353

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,629 54,136

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△32,629 54,136
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,629 54,136

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,927 7,248

繰延ヘッジ損益 △12,667 ―

為替換算調整勘定 △75,621 △41,837

退職給付に係る調整額 4,032 4,498

その他の包括利益合計 △81,328 △30,090

四半期包括利益 △113,958 24,046

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △113,958 24,046

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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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）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

　 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

自動車用品関連 産業資材関連 計

売上高

外部顧客への売上高 1,055,014 448,891 1,503,905

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 1,055,014 448,891 1,503,905

セグメント利益又は損失(△) △8,467 19,452 10,985

(注) セグメント利益又は損失の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

　 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

自動車用品関連 産業資材関連 計

売上高

外部顧客への売上高 1,414,203 468,080 1,882,283

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 1,414,203 468,080 1,882,283

セグメント利益 32,532 37,638 70,170

(注) セグメント利益の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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