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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 6,506 26.2 364 77.8 403 73.9 273 78.2

29年3月期第1四半期 5,155 △2.0 204 △27.3 231 △25.9 153 △23.9

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　343百万円 （515.2％） 29年3月期第1四半期　　55百万円 （△81.0％）

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 63.46 ―

29年3月期第1四半期 35.64 ―

(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 ％

30年3月期第1四半期 22,675 15,110 66.6

29年3月期 21,994 15,046 68.4

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 15,110百万円 29年3月期 15,046百万円

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 ― 65.00 65.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 0.00 ― 70.00 70.00

（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) 12,000 13.9 600 29.2 650 28.6 480 41.7 111.31

通期 23,000 3.7 1,100 4.8 1,200 4.0 850 11.1 197.11

（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） 30年3月期1Q 5,000,000 株 29年3月期 5,000,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 685,398 株 29年3月期 686,298 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 4,314,364 株 29年3月期1Q 4,311,132 株

(注)「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式を自己株式に含めて記載しております。

※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世界経済は、米国におきましては好調な雇用環境に支えられて景気拡大が続

き、欧州諸国におきましても総選挙後の英国経済動向や一部ＥＵ加盟国の債務問題等バラつきはありますが総じて

経済は堅調に推移しております。また、中国をはじめとする新興国経済も不安定ながら成長を維持しております。

一方、わが国経済は人手不足の深刻化や海外の政治・経済動向等の懸念材料はありますが、概ね緩やかな拡大基

調で推移しております。当社グループが関連する機械工具業界におきましては、好調な世界経済に支えられて内外

ともに製造業の設備投資拡大は続いておりますが、ユーザーからの納期及びコスト削減等の要求に応えるための同

業者間競争は激化し、一層の経営効率化並びに合理化が求められる厳しい状況が続いております。

このような状況の下で、当社グループはあらゆる業界においてＩoＴ（モノのインターネット）化に向けた需要等

で好調な半導体及び半導体製造装置に関連する得意先、及び省エネ並びにＡＳＶ（先進安全自動車）技術開発の続

く自動車・車載部品に関連する得意先を中心に、全方位での積極的な営業活動を展開してまいりました。

以上の結果、売上高は65億６百万円(前年同四半期比26.2％増)、営業利益は３億64百万円(前年同四半期比77.8％

増)、経常利益は４億３百万円(前年同四半期比73.9％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億73百万円(前

年同四半期比78.2％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の自己資本比率は、前連結会計年度末比1.8ポイント減の66.6％となりました。

(資産)

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して６億80百万円(3.1％)増の226億75百万

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末比61百万円(0.3％)増の182億２百万円となりましたが、受取手形及び売掛金の

増加(８億66百万円)、電子記録債権の増加(３億41百万円)や現金及び預金の減少(11億64百万円)が主な要因とな

っております。

固定資産は、前連結会計年度末比６億18百万円(16.1％)増の44億72百万円となりましたが、投資その他の資産

の増加(６億24百万円)が主な要因となっております。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して６億16百万円(8.9％)増の75億64百万

円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末比５億82百万円(8.8％)増の71億93百万円となりましたが、電子記録債務の増加

(５億８百万円)、支払手形及び買掛金の増加(63百万円)が主な要因となっております。

固定負債は、前連結会計年度末比34百万円(10.3％)増の３億71百万円であり、特記すべき事項はありません。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上(２億73百万円)によ

る増加や、前期決算の剰余金の配当(２億81百万円)による減少などにより、前連結会計年度末と比べ64百万円

(0.4％)増の151億10百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成29年５月12日付の当社「平

成29年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」において発表しました業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は

様々な要因により予想値と異なる場合があります。
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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 9,426,745 8,262,345

受取手形及び売掛金 7,063,415 7,929,653

電子記録債権 1,397,936 1,739,595

商品 110,686 167,878

その他 143,004 104,349

貸倒引当金 △865 △968

流動資産合計 18,140,922 18,202,853

固定資産

有形固定資産 1,889,183 1,891,064

無形固定資産 62,880 55,450

投資その他の資産 1,901,350 2,525,876

固定資産合計 3,853,415 4,472,391

資産合計 21,994,337 22,675,244

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,678,763 3,742,435

電子記録債務 2,494,555 3,002,636

未払法人税等 154,211 113,148

引当金 156,789 60,000

その他 127,047 275,159

流動負債合計 6,611,367 7,193,380

固定負債

引当金 28,323 29,312

その他 308,292 342,029

固定負債合計 336,615 371,341

負債合計 6,947,983 7,564,722

純資産の部

株主資本

資本金 1,148,000 1,148,000

資本剰余金 1,097,245 1,097,245

利益剰余金 13,457,651 13,449,804

自己株式 △1,246,446 △1,244,598

株主資本合計 14,456,449 14,450,451

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 514,582 599,990

為替換算調整勘定 75,321 60,081

その他の包括利益累計額合計 589,904 660,071

純資産合計 15,046,354 15,110,522

負債純資産合計 21,994,337 22,675,244
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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 5,155,910 6,506,973

売上原価 4,410,305 5,588,748

売上総利益 745,605 918,225

販売費及び一般管理費 540,751 554,049

営業利益 204,853 364,175

営業外収益

受取利息 3,109 804

受取配当金 11,633 14,178

仕入割引 13,367 15,031

為替差益 - 103

営業助成金 6,500 9,000

その他 268 463

営業外収益合計 34,879 39,581

営業外費用

売上割引 671 450

為替差損 7,016 -

その他 147 97

営業外費用合計 7,835 548

経常利益 231,897 403,208

特別損失

投資有価証券評価損 752 -

特別損失合計 752 -

税金等調整前四半期純利益 231,145 403,208

法人税、住民税及び事業税 40,197 106,204

法人税等調整額 37,316 23,205

法人税等合計 77,514 129,410

四半期純利益 153,630 273,797

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 153,630 273,797
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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 153,630 273,797

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △72,656 85,407

為替換算調整勘定 △25,063 △15,240

その他の包括利益合計 △97,720 70,166

四半期包括利益 55,910 343,964

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 55,910 343,964

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）

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)

該当事項はありません。
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