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1. 平成31年3月期第2四半期の業績（平成30年4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 ％

31年3月期第2四半期 2,673 20.7 △11 ― 71 △57.9 112 △47.9

30年3月期第2四半期 2,214 20.7 102 78.9 169 40.3 216 73.7

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 59.52 ―

30年3月期第2四半期 114.16 ―

（注）当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式10株を１株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われ
たと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 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

31年3月期第2四半期 8,604 4,020 46.7 2,125.23

30年3月期 8,137 3,951 48.6 2,088.67

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 4,020百万円 30年3月期 3,951百万円

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 ― 0.00 ― 30.00 30.00

31年3月期 ― 0.00

31年3月期（予想） ― 30.00 30.00

（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 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 5,300 14.8 50 △62.7 150 △41.9 180 △50.4 95.14

（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) 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） 31年3月期2Q 1,911,000 株 30年3月期 1,911,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 19,109 株 30年3月期 18,889 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期2Q 1,892,013 株 30年3月期2Q 1,892,966 株

（注）当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式10株を１株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に当該株式併合が行
われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数および期中平均株式数を算定しております。

※ 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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報　（３）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２四半期累計期間（平成30年4月1日～平成30年9月30日）におけるわが国経済は、企業収益

や雇用環境の改善を背景に、個人消費の改善や設備投資の持ち直しが見られるなど、緩やかな回

復基調で推移しました。海外におきましても米国・欧州経済の景気は底堅く、中国においても堅

調を維持しておりますが、米国の保護主義的な通商政策による輸出環境の悪化の懸念や、欧州に

おける政治経済情勢の不確実性などの影響により、依然として先行き不透明な状況が続いており

ます。

鋳造業界をとりまく経営環境は、産業機械関連向け需要及び自動車向け需要が好調に推移しま

したが、主原料である鉄スクラップ価格に加え、エネルギー価格、鋳物副資材価格などが高騰し

ており、全体的にはまだ厳しい状況にあります。

このような経営環境の中で、当社の平成31年３月期第２四半期累計期間の業績は、売上高は、

油圧部品やポンプ部品等が増加したことにより2,673百万円（前年同期比459百万円増、20.7％

増）となりました。利益面につきましては、生産性向上及び製造諸経費の削減等に努めましたが、

主原料であるスクラップ価格が高止まりし、夏以降さらなる上昇に転じたことに加え、鋳物副資

材や主要資材価格、エネルギー価格等の高騰が継続し製造コストが増加したこと、加えて事業譲

受した鋳造工場設備の修繕費等により、営業損失11百万円（前年同期比113百万円減）、経常利益

71百万円（前年同期比98百万円減、57.9％減）、四半期純利益112百万円（前年同期比103百万円

減、47.9％減）となりました。

なお、当社は、鋳物事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載は行っておりませ

ん。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債および純資産の状況

当第２四半期末における総資産は、8,604百万円（前期末比467百万円の増加）となりました。

流動資産は、現金及び預金の減少344百万円、受取手形及び売掛金の増加149百万円、仕掛品の

増加74百万円、商品及び製品の増加18百万円等により、3,318百万円（前期末比23百万円の減少）

となりました。

固定資産は、土地の増加248百万円、投資有価証券の増加138百万円等により、5,285百万円（前

期末比490百万円の増加）となりました。

流動負債は、１年内返済予定の長期借入金の増加126百万円、未払費用の増加125百万円等によ

り、2,141百万円（前期末比238百万円の増加）となりました。

固定負債は、長期借入金の増加134百万円、繰延税金負債の増加20百万円等により2,442百万円

（前期末比160百万円の増加）となりました。

純資産の残高は、4,020百万円（前期末比68百万円の増加）となりました。

　

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末に比べ344

百万円減少し、647百万円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、131百万円（前年同四半期と比較し、129百万円の

減少）の支出となりました。主な内訳は税引前四半期純利益149百万円、投資有価証券売却益79百

万円、売上債権の増加額111百万円および仕入債務の減少額78百万円等を計上したためでありま

す。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、417百万円（前年同四半期と比較し、373百万円の

減少）の支出となりました。これは投資有価証券の取得による支出687百万円および投資有価証券

の売却による収入579百万円が主なものであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、204百万円（前年同四半期と比較し、66百万円の増

加）の収入となりました。これは長期借入れによる収入700百万円および長期借入金の返済による

支出438百万円が主なものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、当第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案して見直しを行っ

た結果、平成30年８月10日に発表しました平成31年３月期通期の業績予想を修正いたしました。

なお、詳細につきましては、本日（平成30年11月13日）公表しております「平成31年３月期第

２四半期累計期間の予想値と実績値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。
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２．四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30年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 991,650 647,389

受取手形及び売掛金 772,911 922,901

電子記録債権 1,293,737 1,310,192

商品及び製品 68,284 86,745

仕掛品 121,470 196,329

原材料及び貯蔵品 40,038 51,993

その他 54,023 103,318

貸倒引当金 △200 △200

流動資産合計 3,341,915 3,318,669

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 750,257 784,919

機械装置及び運搬具（純額） 352,501 351,871

工具、器具及び備品（純額） 23,491 19,579

土地 507,104 755,439

建設仮勘定 41,511 107,522

有形固定資産合計 1,674,867 2,019,331

無形固定資産

ソフトウエア 3,712 3,108

のれん - 2,687

電話加入権 - 0

無形固定資産合計 3,712 5,796

投資その他の資産

投資有価証券 2,576,889 2,714,962

その他 540,063 545,715

投資その他の資産合計 3,116,953 3,260,677

固定資産合計 4,795,533 5,285,806

資産合計 8,137,448 8,604,475
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(単位：千円)

前事業年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 793,639 782,740

1年内返済予定の長期借入金 787,000 913,798

未払金 96,403 102,239

未払費用 71,856 197,755

未払法人税等 48,033 30,692

賞与引当金 46,658 55,481

設備関係支払手形 41,868 42,181

その他 17,331 16,158

流動負債合計 1,902,790 2,141,048

固定負債

長期借入金 1,957,827 2,092,628

繰延税金負債 199,113 219,774

役員退職慰労引当金 99,335 103,925

その他 26,394 26,394

固定負債合計 2,282,670 2,442,721

負債合計 4,185,460 4,583,769

純資産の部

株主資本

資本金 1,437,050 1,437,050

資本剰余金 965,788 965,788

利益剰余金 1,140,130 1,195,971

自己株式 △14,486 △14,699

株主資本合計 3,528,482 3,584,109

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 423,505 436,596

評価・換算差額等合計 423,505 436,596

純資産合計 3,951,988 4,020,706

負債純資産合計 8,137,448 8,604,475
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(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 2,214,436 2,673,898

売上原価 1,865,691 2,365,616

売上総利益 348,745 308,281

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 88,536 116,526

給料及び手当 33,735 48,230

その他 124,195 154,892

販売費及び一般管理費合計 246,467 319,650

営業利益又は営業損失（△） 102,277 △11,368

営業外収益

受取利息 12 135

受取配当金 24,032 32,313

固定資産賃貸料 22,734 24,687

売電収入 54,871 54,059

その他 770 1,684

営業外収益合計 102,421 112,881

営業外費用

支払利息 5,580 4,597

固定資産賃貸費用 3,498 3,506

売電原価 25,299 21,560

その他 746 475

営業外費用合計 35,124 30,139

経常利益 169,573 71,373

特別利益

投資有価証券売却益 98,214 79,233

特別利益合計 98,214 79,233

特別損失

固定資産処分損 1,938 901

投資有価証券売却損 23,164 149

特別損失合計 25,103 1,051

税引前四半期純利益 242,685 149,555

法人税、住民税及び事業税 33,917 21,928

法人税等調整額 △7,337 15,023

法人税等合計 26,579 36,951

四半期純利益 216,105 112,603
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 242,685 149,555

減価償却費 89,065 98,175

のれん償却額 - 298

投資有価証券売却損益（△は益） △75,050 △79,083

固定資産処分損益（△は益） 1,938 901

賞与引当金の増減額（△は減少） △683 8,823

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,927 4,590

受取利息及び受取配当金 △24,044 △32,449

支払利息 5,580 4,597

売上債権の増減額（△は増加） △255,841 △111,946

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,478 △44,295

仕入債務の増減額（△は減少） 46,489 △78,480

未払金の増減額（△は減少） △13,522 △40,550

未払費用の増減額（△は減少） 12,070 20,023

前払年金費用の増減額（△は増加） △14,478 △20,669

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,819 △2,799

その他 7,572 △5,143

小計 7,409 △128,452

利息及び配当金の受取額 24,044 32,449

利息の支払額 △5,103 △4,494

法人税等の支払額 △28,139 △31,125

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,789 △131,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △99,964 △101,214

投資有価証券の取得による支出 △696,131 △687,153

投資有価証券の売却による収入 762,106 579,496

貸付金の回収による収入 - 23,000

保険積立金の積立による支出 △3,672 △3,364

事業譲受による支出 - △228,023

その他 △5,930 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,591 △417,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 830,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △635,031 △438,401

配当金の支払額 △56,791 △56,763

自己株式の取得による支出 △235 △213

財務活動によるキャッシュ・フロー 137,942 204,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 92,561 △344,260

現金及び現金同等物の期首残高 1,064,610 991,650

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,157,172 647,389
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（４）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。

（追加情報）

「『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。
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