
平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年11月10日

上場会社名 北川工業株式会社 上場取引所 名

コード番号 6896 URL https://www.kitagawa-ind.com

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 北川　清登

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 長谷川　壽一 TEL 0587-34-3011

四半期報告書提出予定日 平成29年11月14日 配当支払開始予定日 平成29年12月4日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第2四半期 5,488 7.6 554 50.2 605 42.1 451 67.8

29年3月期第2四半期 5,102 △5.6 369 21.2 425 8.6 268 23.1

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　692百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△1,226百万円 （―％）

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2四半期 38.91 ―

29年3月期第2四半期 23.11 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

30年3月期第2四半期 32,318 30,096 93.1 2,599.05

29年3月期 31,849 29,528 92.7 2,539.38

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 30,096百万円 29年3月期 29,528百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00

30年3月期 ― 6.00

30年3月期（予想） ― ― ―

(注）当期の配当については未定であり、配当予想額の開示が可能となった時点で開示する予定であります。

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 11,200 6.3 990 27.3 1,080 8.7 760 59.8 65.63

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注）詳細は添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会
計処理の適用)」をご覧ください。

(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2Q 13,079,525 株 29年3月期 13,079,525 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 1,499,557 株 29年3月期 1,451,357 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 11,603,059 株 29年3月期2Q 11,638,684 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予測等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報および合理的と判断した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業況の変化など、経済情勢の変動等に関わるリスクや不確定性により予想と大きくかけ離れた
結果となる可能性があります。
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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世界経済は、米国においては個人消費を中心に堅調に推移し、欧州で

も設備投資の回復が堅調さを鮮明にした他、政策下支えにより着実な回復を見せた中国をはじめ、新興国で

も持ち直しの動きが見られました。一方、わが国経済は、雇用・所得環境の改善による個人消費の回復に加

え、輸出や設備投資の伸びによって、緩やかな拡大の動きが出てきました。 

 このような経済情勢の下で、当社グループは既存の電機市場に加え、自動車ビジネスをはじめとした、新

たな柱となる事業基盤の整備強化に注力してまいりました。この結果、当社グループの当第２四半期連結累

計期間の売上高は54億８千８百万円（前年同期比7.6％増）となりました。また、利益につきましては、利益

率の高い製品の売上が伸びたことや、原価低減・経費削減に注力したことなどにより、営業利益が５億５千

４百万円（前年同期比50.2％増）、経常利益は６億５百万円（前年同期比42.1％増）、親会社株主に帰属する

四半期純利益は４億５千１百万円（前年同期比67.8％増）と、それぞれ増益となりました。 

 

(2）財政状態に関する説明 

   当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ４億６千９百万円増加し323億１

千８百万円となりました。負債合計は前連結会計年度末と比べ９千９百万円減少し22億２千２百万円となり

ました。純資産合計は前連結会計年度末と比べ５億６千８百万円増加し300億９千６百万円となりました。 

 

 (3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

売上高につきましては、前回発表の業績予想の通りで変更はありませんが、利益につきましては、利益率

の高い製品の売上が伸びていることや、原価低減・経費削減の効果が引続き期待できることなどにより、通

期で営業利益９億９千万円、経常利益10億８千万円、親会社株主に帰属する当期純利益は７億６千万円に修

正いたします。 
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,475,216 13,829,793

受取手形及び売掛金 2,545,154 2,530,823

電子記録債権 395,406 497,365

有価証券 5,999,905 5,999,914

たな卸資産 869,088 861,225

その他 249,318 331,793

貸倒引当金 △4,144 △4,153

流動資産合計 23,529,945 24,046,761

固定資産

有形固定資産

土地 3,374,733 3,376,592

その他（純額） 2,731,997 2,612,471

有形固定資産合計 6,106,730 5,989,064

無形固定資産

その他 488,481 438,731

無形固定資産合計 488,481 438,731

投資その他の資産

投資有価証券 533,356 663,414

その他 1,210,079 1,200,069

貸倒引当金 △18,904 △19,171

投資その他の資産合計 1,724,531 1,844,312

固定資産合計 8,319,743 8,272,108

資産合計 31,849,689 32,318,870

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 611,219 512,960

未払法人税等 113,686 132,612

賞与引当金 197,052 208,756

その他 470,437 428,811

流動負債合計 1,392,396 1,283,140

固定負債

退職給付に係る負債 354,714 304,091

長期未払金 83,010 83,206

繰延税金負債 491,180 551,567

固定負債合計 928,904 938,865

負債合計 2,321,301 2,222,006
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,770,000 2,770,000

資本剰余金 3,915,130 3,915,130

利益剰余金 24,170,521 24,552,243

自己株式 △1,869,602 △1,923,451

株主資本合計 28,986,048 29,313,922

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 276,749 367,677

為替換算調整勘定 265,590 415,262

その他の包括利益累計額合計 542,339 782,940

純資産合計 29,528,388 30,096,863

負債純資産合計 31,849,689 32,318,870
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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28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第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)

売上高 5,102,153 5,488,500

売上原価 2,571,079 2,700,676

売上総利益 2,531,073 2,787,823

販売費及び一般管理費 2,161,857 2,233,203

営業利益 369,216 554,619

営業外収益

受取利息 38,841 28,527

受取配当金 4,664 4,210

不動産賃貸料 17,344 17,133

その他 20,453 18,821

営業外収益合計 81,304 68,692

営業外費用

支払利息 43 145

為替差損 14,893 10,001

その他 9,665 7,754

営業外費用合計 24,602 17,901

経常利益 425,917 605,411

特別利益

固定資産売却益 0 122

特別利益合計 0 122

特別損失

固定資産売却損 － 125

固定資産除却損 219 5,431

特別損失合計 219 5,557

税金等調整前四半期純利益 425,698 599,977

法人税等 156,701 148,485

四半期純利益 268,997 451,491

親会社株主に帰属する四半期純利益 268,997 451,491
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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28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第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)

四半期純利益 268,997 451,491

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30,578 90,928

為替換算調整勘定 △1,464,669 149,672

その他の包括利益合計 △1,495,247 240,601

四半期包括利益 △1,226,250 692,092

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,226,250 692,092

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。 

 （重要な後発事象） 

  当社は、平成29年11月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され 

る同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること、およびその具体的な取得方法について決議しました。 

(1）取得する株式の種類  当社普通株式 

(2）取得する株式の総数  2,800,000株（上限） 

(3）取得する期間     平成29年11月13日から平成29年11月17日まで 

(4）取得価額の総額    4,200,000,000円（上限） 

(5）取得方法       名古屋証券取引所における市場買付 

以上 
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