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1. 平成30年12月期第3四半期の業績（平成30年1月1日～平成30年9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12月期第3四半期 7,051 34.4 1,192 79.0 1,185 81.2 796 82.3

29年12月期第3四半期 5,247 5.9 666 16.1 654 16.5 436 26.9

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12月期第3四半期 269.65 ―

29年12月期第3四半期 148.65 ―

(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12月期第3四半期 6,885 4,966 72.1

29年12月期 5,807 4,428 76.3

（参考）自己資本 30年12月期第3四半期 4,966百万円 29年12月期 4,428百万円

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12月期 ― 0.00 ― 70.00 70.00

30年12月期 ― 40.00 ―

30年12月期（予想） 40.00 80.00

（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12月期の業績予想（平成30年1月1日～平成30年12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 9,600 30.4 1,500 55.2 1,490 55.7 1,000 53.0 338.28

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(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12月期3Q 2,978,200 株 29年12月期 2,978,200 株

② 期末自己株式数 30年12月期3Q 14,132 株 29年12月期 40,032 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年12月期3Q 2,953,443 株 29年12月期3Q 2,938,238 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予想につきましては、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。
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１．四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12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 477,410 553,674

売掛金 1,564,425 1,911,283

製品 68,304 87,347

仕掛品 1,654,837 1,850,215

原材料及び貯蔵品 271,375 430,610

関係会社短期貸付金 500,000 700,000

繰延税金資産 77,267 99,866

その他 42,824 55,920

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 4,655,443 5,687,919

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 562,489 539,660

土地 297,080 297,080

その他（純額） 181,581 187,971

有形固定資産合計 1,041,151 1,024,712

無形固定資産 27,519 49,751

投資その他の資産

繰延税金資産 1,802 4,927

その他 81,106 118,140

投資その他の資産合計 82,909 123,068

固定資産合計 1,151,579 1,197,531

資産合計 5,807,023 6,885,451

負債の部

流動負債

買掛金 327,658 588,131

リース債務 63,277 499,975

未払法人税等 198,835 274,300

製品保証引当金 58,375 79,104

役員賞与引当金 - 20,450

その他 221,510 456,127

流動負債合計 869,656 1,918,089

固定負債

リース債務 484,477 507

その他 24,678 40

固定負債合計 509,155 548

負債合計 1,378,812 1,918,637

純資産の部

株主資本

資本金 700,328 700,328

資本剰余金 472,960 517,429

利益剰余金 3,288,871 3,761,040

自己株式 △33,949 △11,984

株主資本合計 4,428,211 4,966,813

純資産合計 4,428,211 4,966,813

負債純資産合計 5,807,023 6,885,451

決算短信（宝印刷） 2018年11月02日 12時57分 2ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



株式会社 太陽工機(6164) 平成30年12月期 第３四半期決算短信

― 3 ―

（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 5,247,511 7,051,143

売上原価 3,700,867 4,908,009

売上総利益 1,546,643 2,143,133

販売費及び一般管理費 880,609 950,807

営業利益 666,034 1,192,326

営業外収益

受取利息 520 803

助成金収入 3,756 3,522

受取手数料 1,252 843

その他 1,125 2,368

営業外収益合計 6,655 7,537

営業外費用

支払利息 15,009 13,054

支払手数料 964 1,196

その他 2,676 350

営業外費用合計 18,650 14,601

経常利益 654,039 1,185,262

税引前四半期純利益 654,039 1,185,262

法人税、住民税及び事業税 229,365 414,583

法人税等調整額 △12,102 △25,724

法人税等合計 217,263 388,859

四半期純利益 436,775 796,403
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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。

（重要な後発事象）

（株式分割及び定款の一部変更）

当社は、平成30年11月７日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更を行うことを決議いたしまし

た。

　１．株式分割の目的

株式分割を行うことにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式に投資しやすい環境を整え

ることで、当社株式の流動性を高め、投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。

　

　２．株式分割の概要

（１）分割の方法

平成30年12月31日（月曜日）（実質上は平成30年12月28日（金曜日））最終の株主名簿に記録された株主の

所有普通株式１株につき、２株の割合をもって分割いたします。

（２）分割により増加する株式数

①株式分割前の発行済株式総数 2,978,200株

　②今回の分割により増加する株式数 2,978,200株

　③株式分割後の発行済株式総数 5,956,400株

　④株式分割後の発行可能株式総数 18,000,000株

（３）日程

①基準日公告日 平成30年12月10日

　②基準日 平成30年12月31日（実質上は平成30年12月28日）

　③効力発生日 平成31年１月１日

（４）１株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりでありま

す。

項目
前第３四半期累計期間

(自 平成29年１月１日
至 平成29年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成30年１月１日
至 平成30年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 74.33円 134.83円

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。
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　３．株式分割に伴う定款の一部変更

（１）変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、平成31年１月１日（火曜日）をもって、当社

定款第６条の発行可能株式総数を変更いたします。

（２）変更の内容

　 （下線は、変更箇所を示しております。）

現行定款 変更後定款

（発行可能株式総数）

第５条 当会社の発行可能株式総数は、

9,000,000株とする。

（発行可能株式総数）

第５条 当会社の発行可能株式総数は、

18,000,000株とする。

　４．その他

（１）資本金の額の変更について

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
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