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1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30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 ％

31年3月期第3四半期 12,907 15.0 1,044 59.4 1,064 56.5 722 62.8

30年3月期第3四半期 11,224 10.4 655 89.5 680 106.0 443 127.6

（注）包括利益 31年3月期第3四半期　　844百万円 （29.8％） 30年3月期第3四半期　　650百万円 （―％）

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

31年3月期第3四半期 79.81 ―

30年3月期第3四半期 49.01 ―

(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3四半期 17,155 11,890 62.7

30年3月期 16,151 11,228 63.0

（参考）自己資本 31年3月期第3四半期 10,757百万円 30年3月期 10,173百万円

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00

31年3月期 ― 10.00 ―

31年3月期（予想） 10.00 20.00

（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、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 16,220 6.4 1,173 55.3 1,187 52.5 790 51.2 87.28

（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) 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3Q 9,053,300 株 30年3月期 9,053,300 株

② 期末自己株式数 31年3月期3Q 2,066 株 30年3月期 2,066 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期3Q 9,051,234 株 30年3月期3Q 9,051,285 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、国内、米国市場

が安定して推移したことに加え、アジア地域においては、ASEAN市場が引き続き増加傾向で推移いたしました。一

方、中国市場では2018年の販売台数が2017年と比較し減少を記録するなど、減速傾向が明確になってきておりま

す。また、米中貿易摩擦が世界経済に影響を及ぼすことが予想されており、先行き不透明な状況になっておりま

す。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業におきましては、金型部門の主力ユーザー向けが引き続き堅調に推

移したことに加え、精密鍛造品部門におきましても国内外ともにカーエアコン用スクロール鍛造品が増加傾向で推

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62億４百万円（前年同期比19.5％増）となりました。

　アッセンブリ事業では、今期生産が開始されたＶＧターボチャージャー部品の新機種が増加いたしました。その

結果、アッセンブリ事業の売上高は48億３千６百万円（前年同期比7.6％増）となりました。

　フィルタ事業では、電力産業向けの売上高があったことに加え、大型海水ストレーナーやヘルスケア製品向けな

ど主力製品が好調に推移したことから売上高が増加いたしました。その結果、フィルタ事業の売上高は18億６千５

百万円（前年同期比21.3％増）となりました。

　以上の結果、連結売上高は129億７百万円（前年同期比15.0％増）、損益面におきましては、ネットシェイプ事業

の増収効果により、営業利益10億４千４百万円（前年同期比59.4％増）、経常利益10億６千４百万円（前年同期比

56.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益７億２千２百万円（前年同期比62.8％増）となり、いずれも第３

四半期連結累計期間過去最高を更新いたしました。

（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10億３百万円増加し、171億５千５

百万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金が８億１千８百万円、棚卸資産が２億１千１百万円、無形

固定資産が９千９百万円増加した一方、有形固定資産が１億７千９百万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３億４千１百万円増加し、52億６千４百万円となりました。これ

は、主に買掛金が３億１千７百万円、賞与引当金が７千２百万円、前受金が１億３千３百万円増加した一方、リー

ス債務が１億６千万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四半期純利益７億２千２百万円等により、前連結会計年度末に比

べて６億６千２百万円増加し、118億９千万円となり、自己資本比率は62.7％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10月31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30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,774,815 2,743,512

受取手形及び売掛金 4,037,609 4,856,093

商品及び製品 599,598 643,337

仕掛品 897,468 1,050,561

原材料及び貯蔵品 587,655 601,897

その他 72,364 144,994

貸倒引当金 △1,517 △1,482

流動資産合計 8,967,994 10,038,915

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,120,607 2,053,108

機械装置及び運搬具（純額） 1,753,831 1,871,160

土地 1,813,864 1,815,962

その他（純額） 1,036,806 805,242

有形固定資産合計 6,725,109 6,545,474

無形固定資産 139,603 239,225

投資その他の資産 318,573 331,590

固定資産合計 7,183,286 7,116,290

資産合計 16,151,280 17,155,205
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,586,051 1,903,566

短期借入金 750,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 777,545 864,996

リース債務 208,376 37,391

未払法人税等 160,886 168,731

賞与引当金 149,729 222,342

その他 720,861 876,297

流動負債合計 4,353,449 4,423,325

固定負債

長期借入金 497,693 784,361

リース債務 45,748 56,606

退職給付に係る負債 25,676 -

固定負債合計 569,117 840,967

負債合計 4,922,566 5,264,292

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 7,285,029 7,826,352

自己株式 △1,236 △1,236

株主資本合計 9,906,571 10,447,894

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,150 5,030

為替換算調整勘定 319,236 355,190

退職給付に係る調整累計額 △62,679 △50,226

その他の包括利益累計額合計 266,707 309,994

非支配株主持分 1,055,434 1,133,024

純資産合計 11,228,713 11,890,913

負債純資産合計 16,151,280 17,155,205
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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29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 11,224,317 12,907,475

売上原価 8,948,868 10,122,213

売上総利益 2,275,449 2,785,262

販売費及び一般管理費 1,620,211 1,740,681

営業利益 655,237 1,044,581

営業外収益

受取利息 7,354 7,942

受取配当金 394 405

為替差益 23,968 4,457

保険配当金 537 4,665

その他 11,946 12,975

営業外収益合計 44,201 30,446

営業外費用

支払利息 18,432 8,919

その他 582 1,231

営業外費用合計 19,014 10,151

経常利益 680,425 1,064,876

特別利益

固定資産売却益 98 250

特別利益合計 98 250

特別損失

固定資産除却損 70 142

会員権評価損 3,000 -

特別損失合計 3,070 142

税金等調整前四半期純利益 677,452 1,064,984

法人税、住民税及び事業税 174,709 281,619

法人税等調整額 11,231 △4,186

法人税等合計 185,940 277,432

四半期純利益 491,512 787,552

非支配株主に帰属する四半期純利益 47,932 65,204

親会社株主に帰属する四半期純利益 443,580 722,348
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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29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 491,512 787,552

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,489 △5,120

為替換算調整勘定 135,314 49,578

退職給付に係る調整額 18,288 12,453

その他の包括利益合計 159,092 56,911

四半期包括利益 650,604 844,463

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 564,357 765,634

非支配株主に係る四半期包括利益 86,247 78,828
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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。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。

（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)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

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 273,900 246,538 159,986 680,425 － 680,425

(注)１. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ２. 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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30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)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

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 6,204,935 4,836,800 1,865,739 12,907,475 － 12,907,475

セグメント間の内部
売上高又は振替高

39,273 － － 39,273 △39,273 －

計 6,244,208 4,836,800 1,865,739 12,946,748 △39,273 12,907,475

セグメント利益 674,262 241,872 148,741 1,064,876 － 1,064,876

(注)１. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ２. 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。
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３．その他

　（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29年４月１日

　 至 平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　 至 平成30年12月31日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 5,192,088 46.3 6,204,935 48.1

アッセンブリ 4,494,603 40.0 4,836,800 37.5

フィルタ 1,537,625 13.7 1,865,739 14.4

合計 11,224,317 100.0 12,907,475 100.0

（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29年４月１日

　 至 平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　 至 平成30年12月31日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 1,492,539 28.7 1,814,419 29.2

アッセンブリ 2,513,539 55.9 2,422,269 50.1

フィルタ 416,318 27.1 312,682 16.8

合計 4,422,397 39.4 4,549,371 35.2

（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29年４月１日

　 至 平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　 至 平成30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 5,550,265 1,297,765 6,449,400 1,671,809

アッセンブリ 4,413,094 1,797,796 5,005,044 2,093,526

フィルタ 1,713,133 634,706 1,887,418 717,061

合計 11,676,493 3,730,267 13,341,863 4,482,397

（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29年４月１日

　 至 平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　 至 平成30年12月31日）

金額 金額

ネットシェイプ 5,018,493 5,566,966

アッセンブリ 4,465,853 4,815,445

フィルタ 1,506,828 1,862,923

合計 10,991,175 12,245,336

（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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