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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 4,899 12.1 71 658.0 83 － 47 －

29年3月期第１四半期 4,368 △10.7 9 △93.8 △22 － △61 －

(注)包括利益 30年3月期第１四半期 141 百万円 ( －％) 29年3月期第１四半期 △868 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

30年3月期第１四半期 11.72 11.61

29年3月期第１四半期 △15.09 －
　
（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 19,270 6,316 32.5

29年3月期 18,747 6,298 33.3

(参考) 自己資本 30年3月期第１四半期 6,269 百万円 29年3月期 6,251 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 － － － 30.00 30.00

30年3月期 －

30年3月期(予想) － － 30.00 30.00

(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、対前期増減率)

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

通期 20,000 12.0 400 61.8 380 9.7 240 257.1 58.80

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 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) 30年3月期１Ｑ 4,153,370株 29年3月期 4,153,370株

② 期末自己株式数 30年3月期１Ｑ 71,779株 29年3月期 71,639株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期１Ｑ 4,081,640株 29年3月期１Ｑ 4,083,921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の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当たって

の注意事項等につきましては、添付資料P．２「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経済環境は、米国では良好な雇用情勢や底堅い個人消費などにより緩やか

な景気拡大が続いており、また、欧州ではドイツの製造業の好調、フランスの大統領選後の景気改善などにより

堅調に推移しました。アジアでは中国のインフラ投資の拡大やハイテク産業の活況、東南アジアの消費好調など

により持ち直しの動きが見られました。日本では、堅調な雇用情勢や個人消費の増加などから回復基調となりま

した。

　

当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比12.1％増の48億99百万円となり、営業利益は同658.0％

増の71百万円となりました。経常利益は83百万円（前年同四半期は22百万円の損失）となり、親会社株主に帰属

する四半期純利益は47百万円（前年同四半期は61百万円の損失）となりました。

　

セグメントの業績は以下のとおりであります。

　

〔日本〕

埼玉工場の設備投資等による固定費増加がありましたが、自動車向けが好調に推移したことなどから、売上

高は前年同四半期比4.1％増の19億15百万円、セグメント損失は42百万円（前年同四半期は１億66百万円の損

失）となりました。

　

〔米州〕

自動車向けが好調に推移したことにより売上高は前年同四半期比24.2％増の５億73百万円となりましたが、

メキシコ第二工場およびアメリカ第二工場の固定費増加などにより、セグメント損失は40百万円（前年同四半

期は23百万円の損失）となりました。

　

〔欧州〕

ポンド安の影響などにより売上高は前年同四半期比4.5％減の４億29百万円となりましたが、医療向けが好調

だったことなどから、セグメント利益は同16.4％増の30百万円となりました。

　

〔アジア〕

新たにPT. Yamakou Indonesiaを連結対象としたことと、自動車向けが好調だったことなどから売上高は前年

同四半期比22.5％増の19億81百万円となりましたが、固定費の増加や本社費用の負担額変更などによりセグメ

ント利益は同25.2％減の１億25百万円となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間の総資産は192億70百万円と前連結会計年度末に比べ５億22百万円増加しました。

資産の部においては、流動資産合計額が２億61百万円増加し112億19百万円となりました。主な理由は、現金及

び預金が２億10百万円減少しましたが、売上高、受注高の増加に伴い、受取手形及び売掛金が２億12百万円、た

な卸資産が２億２百万円増加し、その他の流動資産も55百万円増加したことによるものであります。また、固定

資産合計額は２億60百万円増加し80億50百万円となりました。主な理由は、有形固定資産が２億63百万円増加し

たことによるものであります。

負債の部においては、負債合計額は129億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億３百万円増加しまし

た。主な理由は、支払手形及び買掛金が１億71百万円増加し、借入金が２億82百万円増加したことによるもので

あります。

純資産の部においては、純資産合計額が63億16百万円となり、前連結会計年度末に比べて18百万円増加しまし

た。主な理由は、配当金の支払い１億22百万円により利益剰余金が減少しましたが、為替換算調整勘定が65百万

円増加及びその他有価証券評価差額金が28百万円増加したことにより、その他の包括利益累計額合計が増加した

こと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30年３月期の連結業績予想につきましては、平成29年５月11日に公表しました業績予想から変更はありませ

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：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 3,906,980 3,696,632

受取手形及び売掛金 4,460,515 4,672,786

商品及び製品 1,018,881 1,123,529

仕掛品 684,098 724,509

原材料及び貯蔵品 685,663 742,626

繰延税金資産 1,502 2,213

その他 211,940 267,846

貸倒引当金 △11,957 △10,966

流動資産合計 10,957,625 11,219,178

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,002,744 1,974,669

機械装置及び運搬具（純額） 2,668,042 2,811,260

土地 1,138,787 1,134,405

その他（純額） 580,533 733,270

有形固定資産合計 6,390,107 6,653,605

無形固定資産 350,434 327,727

投資その他の資産 1,049,791 1,069,520

固定資産合計 7,790,333 8,050,853

資産合計 18,747,958 19,270,032

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,635,230 2,806,993

短期借入金 1,372,842 1,528,782

1年内返済予定の長期借入金 1,987,653 2,092,979

未払法人税等 186,747 158,521

賞与引当金 140,071 238,956

製品保証引当金 71,440 74,352

その他 1,051,330 1,013,439

流動負債合計 7,445,315 7,914,025

固定負債

長期借入金 3,258,507 3,279,355

繰延税金負債 211,925 223,137

環境対策引当金 3,000 3,000

退職給付に係る負債 1,377,513 1,380,723

資産除去債務 39,198 39,255

その他 114,284 113,787

固定負債合計 5,004,429 5,039,258

負債合計 12,449,745 12,953,284
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(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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 256,717 256,717

利益剰余金 5,626,466 5,551,832

自己株式 △122,267 △122,471

株主資本合計 6,760,916 6,686,078

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 103,725 132,261

為替換算調整勘定 △452,099 △386,337

退職給付に係る調整累計額 △161,161 △162,086

その他の包括利益累計額合計 △509,534 △416,162

新株予約権 46,832 46,832

純資産合計 6,298,213 6,316,747

負債純資産合計 18,747,958 19,270,032
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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 4,368,823 4,899,603

売上原価 3,277,194 3,728,601

売上総利益 1,091,629 1,171,001

販売費及び一般管理費 1,082,259 1,099,978

営業利益 9,369 71,022

営業外収益

受取利息 5,608 6,711

受取配当金 3,096 3,347

受取賃貸料 19,309 13,023

その他 3,881 17,107

営業外収益合計 31,895 40,189

営業外費用

支払利息 12,073 11,055

為替差損 46,348 10,326

その他 5,059 5,985

営業外費用合計 63,480 27,367

経常利益又は経常損失（△） △22,216 83,844

特別利益

固定資産売却益 117 468

特別利益合計 117 468

特別損失

固定資産売却損 － 1,377

固定資産処分損 － 80

特別損失合計 － 1,458

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△22,099 82,855

法人税、住民税及び事業税 44,468 34,531

法人税等調整額 △4,944 506

法人税等合計 39,523 35,037

四半期純利益又は四半期純損失（△） △61,622 47,817

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△61,622 47,817
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △61,622 47,817

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △43,825 28,535

為替換算調整勘定 △786,611 65,762

退職給付に係る調整額 23,104 △925

その他の包括利益合計 △807,333 93,372

四半期包括利益 △868,956 141,190

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △868,956 141,190
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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28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．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)

日本 米州 欧州 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 1,839,472 461,809 449,804 1,617,736 4,368,823

セグメント間の内部売上高
又は振替高

87,255 ― 17,410 44,695 149,361

計 1,926,727 461,809 467,215 1,662,432 4,518,184

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

△166,305 △23,199 25,843 167,229 3,567

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 3,567

セグメント間取引消去 5,802

四半期連結損益計算書の営業利益 9,369
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Ⅱ 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)

１．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)

日本 米州 欧州 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 1,915,192 573,579 429,441 1,981,389 4,899,603

セグメント間の内部売上高
又は振替高

173,727 ― 11,914 38,924 224,566

計 2,088,920 573,579 441,355 2,020,314 5,124,169

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

△42,714 △40,832 30,073 125,045 71,571

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 71,571

セグメント間取引消去 △548

四半期連結損益計算書の営業利益 71,022
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