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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 4,432 △1.2 822 1.1 975 △3.4 700 △5.8

30年3月期第1四半期 4,486 7.1 813 18.7 1,009 24.4 744 36.1

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　555百万円 （△33.3％） 30年3月期第1四半期　　832百万円 （190.2％）

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 38.89 ―

30年3月期第1四半期 41.36 ―

(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 26,655 22,871 85.8 1,269.19

30年3月期 27,606 22,714 82.3 1,260.51

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 22,871百万円 30年3月期 22,714百万円

（注）「『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より適用しており、前連結
会計年度の総資産及び自己資本比率については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

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 ― 19.00 ― 22.00 41.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 21.00 ― 22.00 43.00

（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、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) 10,150 5.3 1,680 5.4 1,950 2.1 1,420 1.6 78.80

通期 21,000 4.2 3,700 8.1 4,100 6.6 2,900 6.3 160.93

（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

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） 31年3月期1Q 20,020,000 株 30年3月期 20,020,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 1,999,672 株 30年3月期 1,999,578 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 18,020,385 株 30年3月期1Q 17,993,595 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。なお、業績予想に関する事項は、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、米国を起点とした保護主義と貿易摩擦への懸念や、金利引

上げに伴う新興国をはじめとした国際金融への波及など先行き不透明さは残るものの、良好な世界経済を背景に

引続き景気の緩やかな拡大が続きました。

国内新車総販売台数（軽を含む）の４～６月の実績は、登録車は販売実績が好調だった前年の反動減で前年同

期比約3.0%減の75万台、燃費不正問題や増税の影響から脱した軽自動車が同約2.4%増の44万台となり、全体では

同約1.1％減の119万台となりました。

このような環境下、当社グループは、昨年開設した研究開発施設の中之島Ｒ＆Ｄセンターを活用し、更なる商

品開発力と品質向上に努めると共に、地域密着型営業を通じた取引先との関係強化、オリジナル商品のシェア拡

大と異業種を含めた新規開拓および新しいビジネスモデルの構築に取り組みました。

これにより、当社グループの売上高は44億32百万円（前年同期比99％）、営業利益は８億22百万円（同101

％）、経常利益は９億75百万円（同97％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は７億円（同94％）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の財政状態を分析しますと、

　① 総資産合計は266億55百万円と前連結会計年度末に比べて９億51百万円減少しております。

減少の主なものは、受取手形及び売掛金が８億39百万円、有価証券が５億円であります。

増加の主なものは、投資有価証券が３億37百万円であります。

　② 負債合計は37億84百万円と前連結会計年度末に比べて11億７百万円減少しております。

減少の主なものは、支払手形及び買掛金が６億２百万円、未払法人税等が４億85百万円であります。

　③ 純資産合計は228億71百万円と前連結会計年度末に比べて１億56百万円増加しております。

増加の主なものは、利益剰余金が３億２百万円であります。

減少の主なものは、その他有価証券評価差額金が１億50百万円であります。

なお、自己資本比率は、82.3％から85.8％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

平成31年３月期の通期の業績予想（平成30年５月14日公表）につきましては、当第１四半期連結累計期間の業

績が概ね計画通りに推移しておりますので、現時点における業績予想値の変更はありません。
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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：百万円)

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 10,053 10,045

受取手形及び売掛金 2,938 2,098

有価証券 500 ―

商品及び製品 543 676

仕掛品 3 4

原材料及び貯蔵品 12 12

その他 103 98

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 14,151 12,932

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 857 844

土地 1,588 1,588

その他（純額） 82 84

有形固定資産合計 2,528 2,517

無形固定資産

のれん 73 18

その他 377 355

無形固定資産合計 450 373

投資その他の資産

投資有価証券 9,610 9,948

繰延税金資産 205 222

その他 660 661

投資その他の資産合計 10,475 10,832

固定資産合計 13,455 13,723

資産合計 27,606 26,655

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,880 1,277

未払法人税等 748 262

賞与引当金 292 148

その他 727 857

流動負債合計 3,648 2,546

固定負債

退職給付に係る負債 1,148 1,142

その他 95 95

固定負債合計 1,243 1,238

負債合計 4,892 3,784
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(単位：百万円)

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 1,001 1,001

資本剰余金 4,215 4,215

利益剰余金 17,317 17,619

自己株式 △717 △717

株主資本合計 21,816 22,118

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 984 834

繰延ヘッジ損益 0 △1

退職給付に係る調整累計額 △86 △80

その他の包括利益累計額合計 898 752

純資産合計 22,714 22,871

負債純資産合計 27,606 26,655
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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：百万円)
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 4,486 4,432

売上原価 2,582 2,497

売上総利益 1,903 1,934

販売費及び一般管理費 1,090 1,112

営業利益 813 822

営業外収益

受取配当金 35 35

受取賃貸料 14 13

持分法による投資利益 140 101

その他 12 10

営業外収益合計 203 160

営業外費用

支払手数料 2 1

賃貸収入原価 5 4

その他 0 1

営業外費用合計 7 7

経常利益 1,009 975

税金等調整前四半期純利益 1,009 975

法人税、住民税及び事業税 219 221

法人税等調整額 45 52

法人税等合計 265 274

四半期純利益 744 700

親会社株主に帰属する四半期純利益 744 700
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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：百万円)
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 744 700

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 47 △162

繰延ヘッジ損益 △0 △1

退職給付に係る調整額 4 5

持分法適用会社に対する持分相当額 36 12

その他の包括利益合計 88 △145

四半期包括利益 832 555

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 832 555
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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。

（追加情報）

「『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、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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