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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日）
（１）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 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 1,102 △4.8 △70 － △31 － △24 －

29年３月期第１四半期 1,158 △45.5 △66 － △19 － △16 －
　

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 △1.72 －

29年３月期第１四半期 △1.13 －

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第１四半期 9,034 3,761 41.6

29年３月期 8,951 3,779 42.2

(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 3,761 百万円 29年３月期 3,779 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 － － － 4.00 4.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) － － 40.00 40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　
※ 平成30年３月期の期末配当につきましては、平成29年６月28日株主総会決議に基づき平成29年10月１日付で予定して
いる株式併合後の予想金額を記載しております。

３．平成30年３月期の業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 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 7,500 △0.9 150 △27.8 270 △23.1 180 △32.6 125.06

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　
※ 平成30年３月期の通期の業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、平成29年６月28日株主総会決議に
基づき平成29年10月１日付で普通株式につき10株を１株とする株式併合後の株式数を基に算出しております。
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注)詳細は、添付資料Ｐ6「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

（２）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

（３）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 14,520,000株 29年３月期 14,520,000株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 127,008株 29年３月期 126,798株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 14,393,044株 29年３月期１Ｑ 14,396,763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Ｐ2「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１四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）におけるわが国経済は、穏やかな景気

回復基調が継続しているものの、米国の政権交代に伴う影響や為替動向など、景気の先行きは依然として不透明

な状況が続いております。

このような経済情勢の下、当社は全社を挙げて業績の確保に努めました結果、前年同四半期を上回る受注を確

保したものの、売上高につきましては11億２百万円（前年同四半期11億５千８百万円、4.8％減）となりました。

利益面では、前年同四半期に比べ原価率が0.2％減少し、販売費及び一般管理費も９百万円削減したものの、営

業損失７千万円（前年同四半期営業損失６千６百万円、5.5％増）、経常損失３千１百万円（前年同四半期経常損

失１千９百万円、61.9％増）、四半期純損失２千４百万円（前年同四半期純損失１千６百万円、51.6％増）とな

りました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前事業年度末に比べて0.04％減少し、43億７千３百万円となりました。これは、商品及び製品が

１億７千６百万円、仕掛品が１億７千５百万円それぞれ増加したのに対し、受取手形及び売掛金が２億５千１百

万円、現金及び預金が５千８百万円それぞれ減少したことなどによります。

　固定資産は、前事業年度末に比べて1.9％増加し、46億６千１百万円となりました。これは、有形固定資産が

減価償却等により６百万円減少したのに対し、投資有価証券が９千４百万円増加したことなどによります。

　この結果、総資産は、前事業年度末に比べて0.9％増加し、90億３千４百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前事業年度末に比べて3.0％増加し、32億４千４百万円となりました。これは、支払手形及び買

掛金が３億２千９百万円、１年内返済予定の長期借入金が１千１百万円それぞれ減少したのに対し、短期借入金

が３億円、前受金が６千９百万円それぞれ増加したことなどによります。

　固定負債は、前事業年度末に比べて0.3％増加し、20億２千８百万円となりました。これは、長期借入金が３

千９百万円減少したのに対し、繰延税金負債が２千８百万円、退職給付引当金が２千２百万円それぞれ増加した

ことなどによります。

　この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて1.9％増加し、52億７千３百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前事業年度末に比べて0.5％減少し、37億６千１百万円となりました。これは、その他有価証

券評価差額金が６千５百万円増加したのに対し、利益剰余金が８千２百万円減少したことなどによります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成29年５月12日に公表いたしました平成30年３月期通期の業績予想に変更ありま

せん。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,096,665 1,038,584

受取手形及び売掛金 1,491,227 1,239,535

電子記録債権 247,006 191,119

商品及び製品 433,835 610,252

仕掛品 925,784 1,101,362

原材料及び貯蔵品 9,765 8,921

繰延税金資産 118,079 127,913

その他 101,365 104,139

貸倒引当金 △48,924 △48,570

流動資産合計 4,374,804 4,373,257

固定資産

有形固定資産

建物 1,747,369 1,749,392

減価償却累計額 △1,403,855 △1,411,127

建物（純額） 343,513 338,265

構築物 228,834 228,834

減価償却累計額 △213,058 △213,363

構築物（純額） 15,775 15,470

機械及び装置 1,888,896 1,890,014

減価償却累計額 △1,768,376 △1,773,917

機械及び装置（純額） 120,519 116,096

車両運搬具 10,255 10,255

減価償却累計額 △10,116 △10,151

車両運搬具（純額） 138 104

工具、器具及び備品 269,029 257,025

減価償却累計額 △261,814 △245,002

工具、器具及び備品（純額） 7,215 12,022

土地 1,512,578 1,512,578

リース資産 250,582 249,623

減価償却累計額 △103,177 △103,598

リース資産（純額） 147,405 146,025

有形固定資産合計 2,147,147 2,140,563

無形固定資産 56,782 51,041

投資その他の資産

投資有価証券 1,633,554 1,728,019

関係会社株式 14,093 14,093

その他 825,381 828,011

貸倒引当金 △100,000 △100,000

投資その他の資産合計 2,373,028 2,470,124

固定資産合計 4,576,958 4,661,729

資産合計 8,951,763 9,034,986
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,608,695 1,279,239

短期借入金 - 300,000

1年内返済予定の長期借入金 165,200 154,000

リース債務 131,872 123,880

未払法人税等 16,097 8,800

前受金 752,780 821,925

賞与引当金 215,292 275,842

品質保証引当金 67,173 58,042

その他 193,985 223,130

流動負債合計 3,151,098 3,244,860

固定負債

社債 300,000 300,000

長期借入金 552,900 513,700

リース債務 115,404 110,510

退職給付引当金 880,902 903,210

環境対策引当金 14,273 14,273

繰延税金負債 58,485 87,211

その他 99,654 99,428

固定負債合計 2,021,620 2,028,333

負債合計 5,172,719 5,273,194

純資産の部

株主資本

資本金 954,000 954,000

資本剰余金 456,280 456,280

利益剰余金 1,646,670 1,564,364

自己株式 △22,132 △22,166

株主資本合計 3,034,818 2,952,479

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 744,225 809,313

評価・換算差額等合計 744,225 809,313

純資産合計 3,779,043 3,761,792

負債純資産合計 8,951,763 9,034,986
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(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 1,158,204 1,102,191

売上原価 856,647 813,806

売上総利益 301,557 288,384

販売費及び一般管理費 368,069 358,555

営業損失（△） △66,511 △70,170

営業外収益

受取利息 373 373

受取配当金 16,520 17,358

受取賃貸料 44,148 41,668

雑収入 6,663 1,546

営業外収益合計 67,705 60,947

営業外費用

支払利息 3,594 2,797

不動産賃貸費用 15,965 15,445

雑支出 1,320 4,400

営業外費用合計 20,879 22,644

経常損失（△） △19,685 △31,866

税引前四半期純損失（△） △19,685 △31,866

法人税等 △3,374 △7,134

四半期純損失（△） △16,310 △24,732
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（３）四半期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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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