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1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30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 ％

31年3月期第1四半期 1,947 3.5 112 60.8 155 93.4 108 100.8

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

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　46百万円 （94.5％） 30年3月期第1四半期　　24百万円 （―％）

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

31年3月期第1四半期 17.17 ―

30年3月期第1四半期 8.55 ―

(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1四半期 8,465 6,452 76.2 1,019.23

30年3月期 8,815 6,475 73.5 1,022.84

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 6,452百万円 30年3月期 6,475百万円

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 ― 0.00 ― 11.00 11.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 0.00 ― 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

当社は、平成30年10月１日を効力発生日として普通株式５株を１株の割合で株式併合することを予定しておりますが、平成31年３月期（予想）の１株当たり配当
金につきましては、株式併合前の株式数をもとに算出しております。

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、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 7,500 △7.4 280 3.4 280 18.7 200 5.4 31.59

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

詳細は、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。



※ 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） 31年3月期1Q 7,300,000 株 30年3月期 7,300,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 969,053 株 30年3月期 969,053 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 6,330,947 株 30年3月期1Q 6,332,342 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、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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資や企業収益が引き続き堅調に推移するなか、雇用・

所得環境の改善を背景に個人消費は緩やかな持ち直しの動きが見られ、総じて回復基調が続いております。一方、

世界経済は、米国政権の保護主義への傾斜と米国発の貿易摩擦の強まりに伴う国内景気への影響が懸念されるなど、

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、押出成形、純正フロアーマットメーカーとして顧客

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性の向上を図り、収益体質の強化に努めてまいりました。

その結果、売上高19億47百万円（前年同期比3.5％増）、営業利益１億12百万円（前年同期比60.8％増）、経常利

益１億55百万円（前年同期比93.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益１億８百万円（前年同期比100.8％

増）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、国内新型車の販売が順調であったこと、一部の新型軽自動車の初期納入が加わ

り純正フロアーマットの売上は好調でありました。また、新アイテムの純正オールウェザーマットの売上も伸長し

たことから、売上高14億93百万円（前年同期比5.6％増）、営業利益96百万円（前年同期比195.2％増）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、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及び下

水道補修用部材の売上は順調でありましたが、オフィス家具関連の売上は、春先までの需要が一巡したことにより

低調であったことから、売上高４億53百万円（前年同期比3.0％減）となりました。利益面につきましては、原油価

格の高騰から原材料費の値上げが影響し、営業利益16百万円（前年同期比55.4％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、および健全なバランスシートの維持を財務

方針としております。

なお、「『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）等を当第１四

半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数

値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、84億65百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億50百万円の減

少となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比較して２億63百万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１億78百万円、受取手形及び売掛金の減少１億46百万円、たな卸資産の増加51百万円によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末と比較して86百万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14百万円、繰延税金資産の減少33百万円、投資その他の資産の減少18百万円による

ものであります。

当第１四半期連結会計期間末の負債は、20億13百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億27百万円の減少

となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比較して３億23百万円の減少となりました。その主な要因は、支払手形及び買

掛金の減少１億66百万円、電子記録債務の減少60百万円、賞与引当金の減少79百万円によるものであります。

固定負債は、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、役員退職慰労引当金

の増加１百万円、退職給付に係る負債の減少５百万円によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、64億52百万円となり、前連結会計年度末と比較して22百万円の減少と

なりました。その主な要因は、利益剰余金の増加39百万円、その他有価証券評価差額金の減少14百万円、為替換算

調整勘定の減少55百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年３月期の通期の連結業績予想については、平成30年５月11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30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,762,390 1,584,224

受取手形及び売掛金 1,787,223 1,641,075

商品及び製品 797,075 880,880

仕掛品 168,186 182,026

原材料及び貯蔵品 842,482 795,880

未収入金 91,074 72,209

その他 93,654 122,188

流動資産合計 5,542,087 5,278,485

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 638,169 626,473

土地 1,544,809 1,544,809

その他（純額） 385,187 376,909

有形固定資産合計 2,568,166 2,548,192

無形固定資産

土地使用権 226,042 210,022

その他 12,625 14,327

無形固定資産合計 238,667 224,349

投資その他の資産

繰延税金資産 86,318 52,403

投資その他の資産 380,750 362,375

投資その他の資産合計 467,069 414,778

固定資産合計 3,273,904 3,187,320

資産合計 8,815,991 8,465,806

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 712,454 545,924

電子記録債務 775,609 715,541

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 8,000 3,800

未払法人税等 40,570 18,272

賞与引当金 121,620 41,782

役員賞与引当金 20,000 ―

その他 207,786 237,221

流動負債合計 1,936,041 1,612,543

固定負債

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 41,201 43,069

退職給付に係る負債 81,904 76,218

固定負債合計 404,408 400,590

負債合計 2,340,450 2,013,133
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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１四半期連結会計期間
(平成30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 3,628,526 3,667,589

自己株式 △237,444 △237,444

株主資本合計 5,836,536 5,875,599

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 61,000 46,074

繰延ヘッジ損益 △4,567 2,110

土地再評価差額金 476,930 476,930

為替換算調整勘定 123,459 67,779

退職給付に係る調整累計額 △17,817 △15,820

その他の包括利益累計額合計 639,004 577,073

非支配株主持分 ― ―

純資産合計 6,475,541 6,452,672

負債純資産合計 8,815,991 8,465,806
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

売上高 1,882,283 1,947,307

売上原価 1,433,100 1,427,593

売上総利益 449,183 519,714

販売費及び一般管理費 379,013 406,888

営業利益 70,170 112,826

営業外収益

受取利息 107 19

受取配当金 1,403 1,405

受取賃貸料 1,111 1,111

為替差益 6,329 38,011

その他 1,686 2,445

営業外収益合計 10,638 42,993

営業外費用

支払利息 143 84

その他 273 243

営業外費用合計 417 327

経常利益 80,391 155,492

特別利益

固定資産売却益 73 2,182

特別利益合計 73 2,182

特別損失

固定資産除却損 3,975 444

特別損失合計 3,975 444

税金等調整前四半期純利益 76,490 157,230

法人税、住民税及び事業税 1,754 12,352

法人税等調整額 20,598 36,174

法人税等合計 22,353 48,527

四半期純利益 54,136 108,703

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 54,136 108,703
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

四半期純利益 54,136 108,703

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,248 △14,926

繰延ヘッジ損益 ― 6,678

為替換算調整勘定 △41,837 △55,680

退職給付に係る調整額 4,498 1,996

その他の包括利益合計 △30,090 △61,931

四半期包括利益 24,046 46,771

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 24,046 46,771

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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30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 1,493,397 453,910 1,947,307

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 1,493,397 453,910 1,947,307

セグメント利益 96,035 16,791 112,826

(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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