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(百万円未満切捨て)   

1. 平成 30 年 3 月期第１四半期の連結業績（平成 29 年 4 月 1日～平成 29 年 6 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1四半期 2,655 3.0 △34 ― △24 ― △31 ― 
29年3月期第1四半期 2,578 5.0 △43 ― △36 ― △43 ― 

 

(注) 包括利益 30年3月期第1四半期 17百万円（―％） 29年3月期第1四半期 △145百万円（―％）
 
 

 
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1四半期 △9 28 ― ―    
29年3月期第1四半期 △12 88 ― ―    

 

(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1四半期 11,059 4,479 37.3 1,219 38

29年3月期 11,006 4,497 37.7 1,225 56 
(参考) 自己資本 30年3月期第1四半期 4,130百万円  29年3月期 4,151百万円 

 

 
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 

30年3月期 ―     

30年3月期(予想)  ― ― 10.00 10.00 

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 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、通期は対前期、第 2四半期(累計)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

第 2四半期(累計) 5,700 1.7  △100 ― △90 ― △100 ― △29 52

通 期 12,700 0.8 180 △39.6 190 △41.1 140 △52.7 41 33

 (注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 



  

4. その他 
 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無 

  （連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

    新規 ―社  除外 ―社 

 

(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１Q 3,420,000株 29年3月期 3,420,000株

②  期末自己株式数 30年3月期１Q 32,750株 29年3月期 32,704株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期１Q  3,387,280株 29年3月期１Q 3,387,408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 

本資料の業績予想につきましては、当社が現時点で入手している情報に基づいたものであり、実際の業

績につきましては今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

業績予想等の前提となる条件等については、〔添付資料〕2ページ［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下さい。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する説明 

当第 1 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善が引き続き安定して推移し、個

人消費も持ち直しの兆しがあるものの、原材料価格の高騰や自然災害・地政学リスクの高まり等、依

然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 一方、当社グループを取り巻くガス事業分野のエネルギー関連においては、電力や都市ガスの小売

り自由化やエネルギー供給源の多様化の環境下にあって、競争激化が続いております。 

 このような経済情勢のなか、当社グループは引続き受注の拡大に努め、売上高は高圧機器事業は減

収となりましたものの、施設機器事業、鉄構機器事業及び運送事業は増収となりました。 

 この結果、当第 1 四半期連結累計期間の売上高は 26 億 55 百万円（前年同期比 77 百万円の増収）と

なり、営業損失は 34 百万円（同 9 百万円の赤字縮小）、経常損失は 24 百万円（同 11 百万円の赤字縮

小）、親会社株主に帰属する四半期純損失は 31 百万円（同 12 百万円の赤字縮小）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

高圧機器事業は、主力製品であるＬＰガス容器の販売数量が減少したことにより、事業全体の
売上高は 15 億 2 百万円となり、前年同期を 31 百万円(2.0％)下回りました。また、セグメント利
益（営業利益）は、売上高の減少により前年同期を 42 百万円下回る 26 百万円となりました。 

鉄構機器事業は、高炉用インナーカバーの受注増加により、事業全体の売上高は 1 億 3 百万円
となり、前年同期を 6 百万円(7.0%)上回りました。また、セグメント損益（営業損益）は、前年
同期 1百万円の赤字から 14 百万円の黒字となりました。 

施設機器事業は、畜産分野の主力製品である飼料タンクの販売数量が増加したことにより、事
業全体の売上高は 3 億 93 百万円となり、前年同期を 86 百万円(28.2％)上回りました。また、セ
グメント利益(営業利益)は売上高の増加により、前年同期を 26 百万円上回る 27 百万円となりま
した。 

運送事業は、国内貨物輸送量が増加したことにより、事業全体の売上高は 6 億 55 百万円となり、
前年同期を 15 百万円(2.4%)上回りました。また、セグメント損益（営業損益）は、売上高の増加
により、前年同期 10 百万円の赤字から 4百万円の黒字となりました。 
 

（２）連結財政状態に関する説明 

当第 1 四半期連結会計期間末の資産は、受取手形及び売掛金が 5 億 12 百万円減少しましたが、現金

及び預金が 2 億 82 百万円、仕掛品が 1 億 49 百万円、投資有価証券が時価の上昇により 69 百万円及び

流動資産のその他が 52 百万円それぞれ増加した結果、前連結会計年度末と比較して 52 百万円(0.5％)

増加し、110 億 59 百万円となりました。 

 負債は、支払手形及び買掛金が 1 億 17 百万円、短期借入金が 1 億 92 百万円それぞれ減少しました

が、未払費用が 1 億 76 百万円、前受金が 2 億 53 百万円それぞれ増加した結果、負債合計は 71 百万円

(1.1%)増加し、65 億 79 百万円となりました。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金が 44 百万円増加しましたが、利益剰余金が 65 百万円減少し

た結果、純資産合計は 18 百万円(0.4%)減少し、44億 79 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 

平成 29 年 3 月期決算短信(5 月 12 日)にて発表しましたものより変更しておりません。 

今後、当社グループを取り巻く関連業界の情勢の変化により、第 2 四半期連結累計期間及び通

期業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示致します。 
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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１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 758,110 1,040,183

  受取手形及び売掛金 3,404,058 2,891,814

  電子記録債権 251,746 228,684

  製品 217,729 200,463

  仕掛品 525,186 674,490

  原材料及び貯蔵品 211,504 253,907

  繰延税金資産 101,880 120,809

  その他 115,714 168,678

  貸倒引当金 △1,582 △1,696

  流動資産合計 5,584,347 5,577,335

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 543,750 533,927

   機械装置及び運搬具（純額） 518,572 492,741

   土地 2,503,421 2,503,421

   リース資産（純額） 99,337 89,017

   建設仮勘定 58,401 66,808

   その他（純額） 20,776 21,532

   有形固定資産合計 3,744,260 3,707,448

  無形固定資産 45,333 44,484

  投資その他の資産 

   投資有価証券 1,543,823 1,613,527

   退職給付に係る資産 7,095 13,431

   その他 129,264 152,318

   貸倒引当金 △47,922 △49,516

   投資その他の資産合計 1,632,260 1,729,759

  固定資産合計 5,421,853 5,481,693

 資産合計 11,006,201 11,059,029
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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１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 1,350,747 1,233,601

  電子記録債務 787,462 845,262

  短期借入金 1,331,806 1,139,726

  リース債務 53,468 53,691

  未払金 173,597 122,856

  未払費用 95,095 271,592

  未払法人税等 28,071 23,280

  未払消費税等 26,121 37,981

  前受金 83,271 336,417

  賞与引当金 135,308 48,987

  役員賞与引当金 12,000 3,000

  その他 39,831 44,280

  流動負債合計 4,116,782 4,160,678

 固定負債 

  長期借入金 812,862 828,761

  リース債務 73,914 60,407

  繰延税金負債 261,881 284,242

  役員退職慰労引当金 75,684 74,709

  退職給付に係る負債 1,143,437 1,147,689

  その他 24,067 23,211

  固定負債合計 2,391,847 2,419,021

 負債合計 6,508,629 6,579,700

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,710,000 1,710,000

  資本剰余金 329,347 329,347

  利益剰余金 1,655,253 1,590,249

  自己株式 △81,196 △81,229

  株主資本合計 3,613,404 3,548,367

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 537,919 581,987

  その他の包括利益累計額合計 537,919 581,987

 非支配株主持分 346,247 348,973

 純資産合計 4,497,571 4,479,329

負債純資産合計 11,006,201 11,059,029
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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 1四半期連結累計期間  

           (単位：千円)
          前第１四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年６月30日) 

売上高 2,578,700 2,655,885

売上原価 2,040,166 2,109,746

売上総利益 538,534 546,138

販売費及び一般管理費 581,943 580,198

営業損失（△） △43,409 △34,060

営業外収益 

 受取利息 239 235

 受取配当金 2,692 4,249

 協賛金収入 3,469 3,289

 受取補償金 ― 3,464

 その他 7,399 3,916

 営業外収益合計 13,800 15,155

営業外費用 

 支払利息 4,063 3,239

 その他 2,381 2,290

 営業外費用合計 6,444 5,530

経常損失（△） △36,052 △24,435

特別利益 

 固定資産売却益 2,574 967

 特別利益合計 2,574 967

特別損失 

 固定資産除売却損 987 465

 特別損失合計 987 465

税金等調整前四半期純損失（△） △34,466 △23,932

法人税、住民税及び事業税 6,017 22,581

法人税等調整額 9,162 △17,570

法人税等合計 15,180 5,010

四半期純損失（△） △49,646 △28,943

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △6,033 2,496

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △43,612 △31,440
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四半期連結包括利益計算書 
 第 1 四半期連結累計期間  

           (単位：千円)
          前第１四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年６月30日) 

四半期純損失（△） △49,646 △28,943

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 △95,564 46,914

 その他の包括利益合計 △95,564 46,914

四半期包括利益 △145,211 17,970

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 △131,297 12,627

 非支配株主に係る四半期包括利益 △13,913 5,342
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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。 
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