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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 7,066 8.6 467 28.4 507 25.8 348 27.3

30年3月期第1四半期 6,506 26.2 364 77.8 403 73.9 273 78.2

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　237百万円 （△31.0％） 30年3月期第1四半期　　343百万円 （515.2％）

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 80.71 ―

30年3月期第1四半期 63.46 ―

(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 ％

31年3月期第1四半期 25,516 16,230 63.6

30年3月期 25,813 16,469 63.8

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 16,230百万円 30年3月期 16,469百万円

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 ― 110.00 110.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 0.00 ― 110.00 110.00

（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) 13,500 △3.0 840 △2.8 890 △3.4 600 △5.2 139.01

通期 28,000 △1.8 1,740 △2.0 1,850 △1.3 1,250 △2.1 289.61

（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 5,000,000 株 30年3月期 5,000,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 682,876 株 30年3月期 682,876 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 4,317,124 株 30年3月期1Q 4,314,364 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世界経済は、米国の輸入関税をはじめとする保護主義的な姿勢による、米国

と中国、ＥＵ及びカナダとの貿易摩擦拡大の世界経済に与える影響が懸念されましたが、当期におきましては米国、

欧州及び中国経済は大きく後退することなく推移いたしました。また、わが国経済も米国発の貿易摩擦による成長

鈍化が不安視されていた自動車業界を筆頭とする輸出関連企業の設備投資も堅調を維持し、貿易摩擦や地政学的リ

スク等の不安要因を内在しているものの国内全体としては緩やかな回復基調を続けております。

このような経済状況の下で、当社グループは主要な販売先であります電子部品、半導体製造装置、精密機器、及

び自動車・車載部品業界の得意先の設備投資向けに制御機器、ＦＡ機器及び産業機器の拡販を積極的に展開いたし

ました。

以上の結果、売上高は70億66百万円(前年同四半期比8.6％増)、営業利益は４億67百万円(前年同四半期比28.4％

増)、経常利益は５億７百万円(前年同四半期比25.8％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は３億48百万円(前

年同四半期比27.3％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0.2ポイント減の63.6％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２億96百万円(1.2％)減の255億16百万

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末比１億48百万円(0.7％)減の206億60百万円となりましたが、現金及び預金の増

加(１億12百万円)と電子記録債権の減少(２億81百万円)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１億48百万円(3.0％)減の48億55百万円となりましたが、投資その他の資産の

減少(１億41百万円)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57百万円(0.6％)減の92億86百万円と

なりました。

流動負債は、前連結会計年度末比55百万円(0.6％)減の88億50百万円となりましたが、電子記録債務の増加(７

億79百万円)と支払手形及び買掛金の減少(５億50百万円)、未払法人税等の減少(２億87百万円)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２百万円(0.5％)減の４億35百万円であり、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(３億48百万円)によ

る増加や、前期決算の剰余金の配当(４億76百万円)による減少などにより、前連結会計年度末と比べ２億39百万

円(1.5％)減の162億30百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31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30年５月10日付の当社「平

成30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 9,532,056 9,644,361

受取手形及び売掛金 7,998,113 8,027,796

電子記録債権 3,058,156 2,777,071

商品 133,567 148,190

その他 87,048 63,389

流動資産合計 20,808,942 20,660,807

固定資産

有形固定資産 2,010,076 2,005,072

無形固定資産 34,464 32,156

投資その他の資産 2,959,912 2,818,499

固定資産合計 5,004,454 4,855,728

資産合計 25,813,396 25,516,535

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,254,690 2,703,809

電子記録債務 4,815,536 5,595,338

未払法人税等 415,079 127,658

引当金 181,808 67,500

その他 238,779 356,373

流動負債合計 8,905,894 8,850,679

固定負債

引当金 27,656 29,223

その他 410,531 406,603

固定負債合計 438,187 435,826

負債合計 9,344,082 9,286,506

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 14,452,894 14,324,688

自己株式 △1,239,428 △1,239,428

株主資本合計 15,458,711 15,330,504

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 916,833 817,767

為替換算調整勘定 93,769 81,757

その他の包括利益累計額合計 1,010,603 899,524

純資産合計 16,469,314 16,230,029

負債純資産合計 25,813,396 25,516,535
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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 6,506,973 7,066,012

売上原価 5,588,748 6,027,608

売上総利益 918,225 1,038,403

販売費及び一般管理費 554,049 570,965

営業利益 364,175 467,438

営業外収益

受取利息 804 565

受取配当金 14,178 18,010

仕入割引 15,031 12,720

為替差益 103 -

営業助成金 9,000 9,500

その他 463 2,536

営業外収益合計 39,581 43,333

営業外費用

売上割引 450 594

為替差損 - 2,683

その他 97 137

営業外費用合計 548 3,416

経常利益 403,208 507,355

特別損失

固定資産廃棄損 - 211

特別損失合計 - 211

税金等調整前四半期純利益 403,208 507,143

法人税、住民税及び事業税 106,204 117,649

法人税等調整額 23,205 41,079

法人税等合計 129,410 158,728

四半期純利益 273,797 348,415

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 273,797 348,415
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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 273,797 348,415

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 85,407 △99,066

為替換算調整勘定 △15,240 △12,012

その他の包括利益合計 70,166 △111,078

四半期包括利益 343,964 237,336

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 343,964 237,336

非支配株主に係る四半期包括利益 - -

決算短信（宝印刷） 2018年08月09日 09時22分 5ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



株式会社鳥羽洋行(7472) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

6

（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30年４月１日 至 平成30年６月30日)

該当事項はありません。
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