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（百万円未満切捨て）

1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年9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2四半期 8,400 13.9 652 100.0 666 96.6 440 103.4

30年3月期第2四半期 7,378 8.7 326 85.8 338 171.1 216 234.1

（注）包括利益 31年3月期第2四半期　　350百万円 （13.9％） 30年3月期第2四半期　　307百万円 （―％）

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2四半期 48.68 ―

30年3月期第2四半期 23.93 ―

(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2四半期 16,617 11,487 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2四半期 10,424百万円 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2Q 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2Q 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2Q 9,051,234 株 30年3月期2Q 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３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２四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、国内販売が引き続

きほぼ前年並みで推移するとともに、米国についても高水準の販売台数を維持しております。アジア地域においては、

ASEANやインド市場では引き続き好調が継続しているものの、中国市場が前年同月比減になるなど減速傾向の兆候が見

えてきております。

　また、米中貿易摩擦の影響など、世界経済に関しては先行き不透明な状況が続いております。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業においては、金型部門の主力ユーザーが堅調に推移していることに加

え、精密鍛造品部門においても国内外両拠点においてカーエアコン用スクロール鍛造品が堅調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39億８千３百万円（前年同期比19.1％増）となりました。

　アッセンブリ事業では、ＶＧターボチャージャー部品の新機種の生産が開始され機種構成に変化がありました。そ

の結果、アッセンブリ事業の売上高は31億２千７百万円（前年同期比2.5％増）となりました。

　フィルタ事業では、ヘルスケア製品向けなどが好調に推移したことから、前年を上回る水準の売上高で推移いたし

ました。その結果、フィルタ事業の売上高は12億８千８百万円（前年同期比31.2％増）となりました。

　以上の結果、連結売上高は84億円（前年同期比13.9％増）となりました。

　損益面におきましては、ネットシェイプ事業が増収となったことから、営業利益６億５千２百万円（前年同期比

100.0％増）、経常利益６億６千６百万円（前年同期比96.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益４億４千万円

（前年同期比103.4％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　 ①資産、負債及び純資産の状況

当第２四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４億６千６百万円増加し、166億１

千７百万円となりました。これは、主に現金及び預金が５千２百万円、受取手形及び売掛金が３億４千万円、棚卸

資産が５千５百万円、無形固定資産が６千８百万円増加した一方、有形固定資産が１億５千７百万円減少したこと

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２億８百万円増加し、51億３千万円となりました。これは、主に

買掛金が１億８千万円、賞与引当金が１億７千１百万円、前受金が８千９百万円増加した一方、未払金が７千３百

万円、リース債務が１億７百万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四半期純利益４億４千万円等により、前連結会計年度末に比べて

２億５千８百万円増加し、114億８千７百万円となり、自己資本比率は62.7％となりました。

　 ②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ５千２百万円増加し、27億１千８百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は７億９千８百万円（前年同期比12.9％減）となりました。これは、主に税金等

調整前四半期純利益６億６千６百万円、減価償却費４億２千６百万円、賞与引当金の増加額１億７千２百万円、

仕入債務の増加額１億９千６百万円の増加要因より、売上債権の増加額３億７千７百万円、たな卸資産の増加額

７千４百万円、法人税等の支払額１億６千万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は４億３千１百万円（前年同期比38.3％増）となりました。これは、主にネット

シェイプ事業用設備及びアッセンブリ事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出３億３千６百万円に

よるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は２億６千１百万円（前年同期比40.8％減）となりました。これは、主に長期借

入れによる収入６億５千万円の増加要因より、長期借入金の返済による支出４億６千８百万円、短期借入金の減

少額２億円、リース債務の返済による支出１億５千１百万円、配当金の支払額８千９百万円の減少要因を差し引

いた結果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10月17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２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,774,815 2,827,291

受取手形及び売掛金 4,037,609 4,378,563

商品及び製品 599,598 494,793

仕掛品 897,468 1,034,766

原材料及び貯蔵品 587,655 610,796

その他 72,364 135,779

貸倒引当金 △1,517 △1,310

流動資産合計 8,967,994 9,480,678

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,120,607 2,061,140

機械装置及び運搬具（純額） 1,753,831 1,882,203

土地 1,813,864 1,807,046

その他（純額） 1,036,806 816,888

有形固定資産合計 6,725,109 6,567,279

無形固定資産 139,603 207,753

投資その他の資産 318,573 362,060

固定資産合計 7,183,286 7,137,094

資産合計 16,151,280 16,617,773
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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２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,586,051 1,766,264

短期借入金 750,000 550,000

1年内返済予定の長期借入金 777,545 852,525

リース債務 208,376 81,080

未払法人税等 160,886 222,209

賞与引当金 149,729 320,987

その他 720,861 668,089

流動負債合計 4,353,449 4,461,156

固定負債

長期借入金 497,693 604,066

リース債務 45,748 65,454

退職給付に係る負債 25,676 -

固定負債合計 569,117 669,520

負債合計 4,922,566 5,130,677

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 7,635,144

自己株式 △1,236 △1,236

株主資本合計 9,906,571 10,256,686

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 9,821

為替換算調整勘定 319,236 211,874

退職給付に係る調整累計額 △62,679 △54,377

その他の包括利益累計額合計 266,707 167,318

非支配株主持分 1,055,434 1,063,091

純資産合計 11,228,713 11,487,095

負債純資産合計 16,151,280 16,617,773
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 7,378,010 8,400,589

売上原価 5,949,954 6,617,409

売上総利益 1,428,056 1,783,179

販売費及び一般管理費 1,101,971 1,130,925

営業利益 326,084 652,254

営業外収益

受取利息 4,993 5,414

受取配当金 353 363

為替差益 16,101 7,110

保険配当金 536 4,665

その他 4,192 4,022

営業外収益合計 26,177 21,577

営業外費用

支払利息 12,883 6,281

その他 526 1,232

営業外費用合計 13,409 7,514

経常利益 338,852 666,316

特別利益

固定資産売却益 70 200

特別利益合計 70 200

特別損失

固定資産除却損 47 67

特別損失合計 47 67

税金等調整前四半期純利益 338,874 666,450

法人税、住民税及び事業税 128,796 220,932

法人税等調整額 △35,846 △43,990

法人税等合計 92,949 176,942

四半期純利益 245,925 489,507

非支配株主に帰属する四半期純利益 29,343 48,880

親会社株主に帰属する四半期純利益 216,581 440,627
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

四半期純利益 245,925 489,507

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 558 △329

為替換算調整勘定 48,765 △147,346

退職給付に係る調整額 12,192 8,302

その他の包括利益合計 61,516 △139,373

四半期包括利益 307,441 350,133

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 263,503 341,238

非支配株主に係る四半期包括利益 43,937 8,895
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 338,874 666,450

減価償却費 427,207 426,101

賞与引当金の増減額（△は減少） 132,886 172,326

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △22,793 △24,780

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － △754

貸倒引当金の増減額（△は減少） △149 △206

受取利息及び受取配当金 △5,346 △5,778

支払利息 12,883 6,281

固定資産除却損 47 67

固定資産売却損益（△は益） △70 △200

売上債権の増減額（△は増加） 205,299 △377,659

たな卸資産の増減額（△は増加） △127,271 △74,047

仕入債務の増減額（△は減少） 14,752 196,924

その他 45,856 △25,747

小計 1,022,178 958,976

利息及び配当金の受取額 5,424 5,845

利息の支払額 △12,639 △6,244

法人税等の支払額 △97,912 △160,150

営業活動によるキャッシュ・フロー 917,050 798,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △105,620 △105,967

定期預金の払戻による収入 105,593 105,941

有形固定資産の取得による支出 △246,228 △336,817

有形固定資産の売却による収入 488 201

投資有価証券の取得による支出 △459 △479

その他 △65,747 △94,316

投資活動によるキャッシュ・フロー △311,973 △431,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △190,158 △200,000

長期借入れによる収入 600,000 650,000

長期借入金の返済による支出 △596,252 △468,647

リース債務の返済による支出 △162,535 △151,928

配当金の支払額 △91,023 △89,432

非支配株主への配当金の支払額 △1,338 △1,239

財務活動によるキャッシュ・フロー △441,308 △261,247

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,103 △52,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 177,872 52,790

現金及び現金同等物の期首残高 2,478,060 2,665,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,655,932 2,718,552
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（４）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２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30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 3,344,351 3,051,212 982,446 7,378,010 － 7,378,010

セグメント間の内部
売上高又は振替高

103,574 － － 103,574 △103,574 －

計 3,447,926 3,051,212 982,446 7,481,585 △103,574 7,378,010

セグメント利益 96,338 164,119 78,395 338,852 － 338,852

(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２四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30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 3,983,952 3,127,967 1,288,669 8,400,589 － 8,400,589

セグメント間の内部
売上高又は振替高

23,917 － － 23,917 △23,917 －

計 4,007,870 3,127,967 1,288,669 8,424,507 △23,917 8,400,589

セグメント利益 388,967 165,744 111,604 666,316 － 666,316

(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２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　 至 平成30年９月30日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 3,344,351 45.3 3,983,952 47.5

アッセンブリ 3,051,212 41.4 3,127,967 37.2

フィルタ 982,446 13.3 1,288,669 15.3

合計 7,378,010 100.0 8,400,589 100.0

（注） 内、海外向売上高

事業別

前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　 至 平成30年９月30日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 949,005 28.4 1,142,402 28.7

アッセンブリ 1,745,045 57.2 1,609,739 51.5

フィルタ 279,575 28.5 221,393 17.2

合計 2,973,626 40.3 2,973,535 35.4

（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２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　 至 平成30年９月30日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ネットシェイプ 3,477,799 1,073,036 4,260,907 1,704,299

アッセンブリ 2,959,879 1,787,972 3,332,786 2,130,102

フィルタ 1,124,885 601,636 1,264,045 670,758

合計 7,562,564 3,462,645 8,857,738 4,505,159

（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２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　 至 平成30年９月30日）

金額 金額

ネットシェイプ 3,240,826 3,620,820

アッセンブリ 3,033,813 3,065,005

フィルタ 970,073 1,303,111

合計 7,244,712 7,988,937

（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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