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1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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3四半期 11,224 10.4 655 89.5 680 106.0 443 127.6

29年3月期第3四半期 10,170 △4.4 345 △45.2 330 △44.3 194 △50.6

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　650百万円 （―％） 29年3月期第3四半期　　△205百万円 （―％）

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3四半期 49.01 ―

29年3月期第3四半期 21.54 ―

(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3四半期 15,913 11,063 63.1

29年3月期 15,961 10,577 60.4

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 10,041百万円 29年3月期 9,640百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

30年3月期 ― 8.00 ―

30年3月期（予想） 8.00 16.00

（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 14,700 3.9 740 15.3 720 11.8 440 3.6 48.61

（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） 30年3月期3Q 9,053,300 株 29年3月期 9,053,300 株

② 期末自己株式数 30年3月期3Q 2,015 株 29年3月期 2,015 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期3Q 9,051,285 株 29年3月期3Q 9,051,290 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３四半期連結累計期間における、当社グループの主要顧客業界である日系自動車産業では、成長が鈍化してい

るものの北米市場、中国市場が引き続き高水準で推移したほか、国内市場についても軽自動車の回復などにより堅調

に推移いたしました。また、以上のような販売動向を反映し、日系自動車メーカーの世界生産台数は増加傾向で推移

いたしました。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業では、金型部門の売上高は国内、海外ともに増加したことに加え、精

密鍛造品部門も安定的に推移いたしました。その結果、ネットシェイプ事業の売上高は51億９千２百万円（前年同期

比4.9％増）となりました。

　アッセンブリ事業については、第３四半期においても、前四半期と同水準で推移し、高水準の売上高を維持いたし

ました。その結果、アッセンブリ事業の売上高は44億９千４百万円（前年同期比17.5％増）となりました。

　フィルタ事業では、大型海水ストレーナーが回復したことに加え、医薬品産業向けのフィルターも好調に推移いた

しました。その結果、フィルタ事業の売上高は15億３千７百万円（前年同期比10.3％増）となりました。

　以上の結果、連結売上高は112億２千４百万円（前年同期比10.4％増）となりました。

　損益面におきましては、全事業が増収増益となったことから、営業利益６億５千５百万円（前年同期比89.5％増）、

経常利益６億８千万円（前年同期比106.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益４億４千３百万円（前年同期比

127.6％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ４千８百万円減少し、159億１千３百

万円となりました。これは、主に現金及び預金が１億２千７百万円、棚卸資産が１億８千１百万円増加した一方、受

取手形及び売掛金が１億９千万円、有形固定資産が１億９千２百万円減少したことによるものであります。

　負債におきましては、前連結会計年度末に比べ５億３千４百万円減少し、48億４千９百万円となりました。これは、

主に借入金が１億９百万円、未払金が９千４百万円、リース債務が３億６千２百万円減少したことによるものであり

ます。

　純資産におきましては、親会社株主に帰属する当期純利益４億４千３百万円等により、前連結会計年度末に比べて

４億８千６百万円増加し、110億６千３百万円となり、自己資本比率は63.1％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29年５月１日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,586,486 2,713,854

受取手形及び売掛金 4,026,255 3,836,133

商品及び製品 450,121 527,623

仕掛品 989,127 1,084,431

原材料及び貯蔵品 582,203 591,068

その他 124,069 133,745

貸倒引当金 △1,444 △1,347

流動資産合計 8,756,819 8,885,510

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,201,170 2,138,739

機械装置及び運搬具（純額） 1,773,786 1,685,048

土地 1,803,355 1,810,173

その他（純額） 1,111,357 1,063,040

有形固定資産合計 6,889,670 6,697,001

無形固定資産 131,157 146,839

投資その他の資産 183,903 184,045

固定資産合計 7,204,731 7,027,886

資産合計 15,961,551 15,913,397
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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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,573,380 1,530,144

短期借入金 414,094 573,509

1年内返済予定の長期借入金 964,534 865,032

リース債務 443,445 259,707

未払法人税等 95,213 81,747

賞与引当金 148,888 168,150

その他 635,217 643,675

流動負債合計 4,274,773 4,121,967

固定負債

長期借入金 830,766 661,845

リース債務 227,381 48,313

退職給付に係る負債 51,447 17,313

その他 ― 430

固定負債合計 1,109,594 727,903

負債合計 5,384,367 4,849,871

純資産の部

株主資本

資本金 1,429,921 1,429,921

資本剰余金 1,192,857 1,192,857

利益剰余金 6,925,596 7,206,253

自己株式 △1,197 △1,197

株主資本合計 9,547,177 9,827,834

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 7,140 12,629

為替換算調整勘定 160,909 257,908

退職給付に係る調整累計額 △74,810 △56,521

その他の包括利益累計額合計 93,238 214,016

非支配株主持分 936,766 1,021,676

純資産合計 10,577,183 11,063,526

負債純資産合計 15,961,551 15,913,397
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 10,170,084 11,224,317

売上原価 8,298,846 8,948,868

売上総利益 1,871,238 2,275,449

販売費及び一般管理費 1,525,432 1,620,211

営業利益 345,806 655,237

営業外収益

受取利息 5,479 7,354

受取配当金 368 394

為替差益 － 23,968

保険解約返戻金 8,735 －

保険配当金 8,819 537

その他 15,683 11,946

営業外収益合計 39,086 44,201

営業外費用

支払利息 24,435 18,432

為替差損 25,563 －

その他 4,533 582

営業外費用合計 54,532 19,014

経常利益 330,360 680,425

特別利益

固定資産売却益 1,991 98

投資有価証券償還益 4,535 －

特別利益合計 6,526 98

特別損失

固定資産売却損 111 －

固定資産除却損 11,203 70

会員権評価損 － 3,000

特別損失合計 11,314 3,070

税金等調整前四半期純利益 325,571 677,452

法人税、住民税及び事業税 74,092 174,709

法人税等調整額 38,392 11,231

法人税等合計 112,484 185,940

四半期純利益 213,087 491,512

非支配株主に帰属する四半期純利益 18,151 47,932

親会社株主に帰属する四半期純利益 194,935 443,580
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 213,087 491,512

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △703 5,489

為替換算調整勘定 △443,629 135,314

退職給付に係る調整額 26,172 18,288

その他の包括利益合計 △418,160 159,092

四半期包括利益 △205,072 650,604

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △103,958 564,357

非支配株主に係る四半期包括利益 △101,113 86,247
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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３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日）

　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)

報告セグメント
調整額
(注)２

合計
ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

外部顧客への売上高 4,951,506 3,824,713 1,393,864 10,170,084 － 10,170,084

セグメント間の内部
売上高又は振替高

241,545 － － 241,545 △241,545 －

計 5,193,052 3,824,713 1,393,864 10,411,630 △241,545 10,170,084

セグメント利益（注)１ 168,879 22,592 138,888 330,360 － 330,360

(注)１. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。

(注)２. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

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)

報告セグメント
調整額
(注)２

合計
ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

外部顧客への売上高 5,192,088 4,494,603 1,537,625 11,224,317 － 11,224,317

セグメント間の内部
売上高又は振替高

150,284 － － 150,284 △150,284 －

計 5,342,372 4,494,603 1,537,625 11,374,601 △150,284 11,224,317

セグメント利益（注)１ 273,900 246,538 159,986 680,425 － 680,425

(注)１. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。

(注)２. 調整額は、セグメント間取引消去であります。
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３．補足資料

　（生産、受注及び販売の状況）

　

（1）販売実績 （単位：千円）

事業別

前第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年12月31日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 4,951,506 48.7 5,192,088 46.3

アッセンブリ 3,824,713 37.6 4,494,603 40.0

フィルタ 1,393,864 13.7 1,537,625 13.7

合計 10,170,084 100.0 11,224,317 100.0

（注） 内、海外向売上高

事業別

前第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年12月31日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 1,378,104 27.8 1,492,539 28.7

アッセンブリ 2,149,873 56.2 2,513,539 55.9

フィルタ 333,706 23.9 416,318 27.1

合計 3,861,685 38.0 4,422,397 39.4

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）受注状況 （単位：千円）

事業別

前第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年12月31日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ネットシェイプ 5,133,307 1,196,885 5,550,265 1,297,765

アッセンブリ 3,876,990 1,715,936 4,413,094 1,797,796

フィルタ 1,469,990 528,519 1,713,133 634,706

合計 10,480,288 3,441,341 11,676,493 3,730,267

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　 ２．ネットシェイプの精密鍛造品部門とアッセンブリの受注状況には、内示受注高を含んでおります。

（3）生産実績 （単位：千円）

事業別

前第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年12月31日）

金額 金額

ネットシェイプ 4,943,781 5,018,493

アッセンブリ 3,633,032 4,465,853

フィルタ 1,313,658 1,506,828

合計 9,890,473 10,991,175

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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