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

31年3月期第1四半期 2,503 △8.0 △104 ― △79 ― △69 ―

30年3月期第1四半期 2,721 △8.3 △13 ― 7 △94.0 △6 ―

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　△56百万円 （―％） 30年3月期第1四半期　　17百万円 （△80.7％）

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1四半期 △2.10 ―

30年3月期第1四半期 △0.19 ―

(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

31年3月期第1四半期 19,194 11,851 60.5 352.74

30年3月期 19,601 11,977 59.9 356.65

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 11,605百万円 30年3月期 11,734百万円

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 ― 2.00 2.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　　　平成３１年３月期の期末配当につきましては、現段階では未定とさせていただきます。

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 13,300 2.4 △20 ― 10 △90.9 △50 ― △1.52

（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1Q 32,930,749 株 30年3月期 32,930,749 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 29,321 株 30年3月期 29,320 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 32,901,428 株 30年3月期1Q 32,903,005 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

　　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、

　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２ページ「（２）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、企業収益の回復、雇用・所得環境の改善

等、緩やかな回復基調ではあるものの、米国の経済政策、地政学的リスク、中国を始めアジア新

興国経済の不確実性により、景気は先行き不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く事業環境は、原材料価格高騰に加え公共事業費の縮減等、依然厳しい

状況が継続しており、主力である水道用鋳鉄管類の国内需要につきましては、低水準で推移いた

しました。

このような環境のなか当社グループは、「鋳鉄管等コア事業の収益力強化」、「技術競争力の

向上」及び「経営環境の変化に耐え得る財務体力の強化」に取り組んでまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりとなっております。

　

当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、販売子会社を含め主力である水道用鋳鉄

管類の販売量が減少したため、前年同期と比べ２億17百万円（前年同期比8.0％）減少し、25億

３百万円となりました。

前年度第２四半期以降に、鋼屑等の原材料価格高騰による売上原価の上昇及び販売競争激化に

よる市況軟化が急速に進展いたしました。その後の環境は概ね横這いで推移いたしております

が、前年同期と比べると営業損益は91百万円減少し、１億４百万円の営業損失となりました。経

常損益につきましても同様に、前年同期と比べ86百万円減少し、79百万円の経常損失となりまし

た。

親会社株主に帰属する四半期純損益につきましても、経常損益の減少影響により、前年同期と

比べ62百万円減少し、69百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失となりました。

（２）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４月26日に発表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,988 3,155

受取手形及び売掛金 4,389 3,378

商品及び製品 3,478 4,006

仕掛品 481 378

原材料及び貯蔵品 514 545

その他 163 138

貸倒引当金 △42 △32

流動資産合計 11,973 11,568

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 2,284 2,240

土地 3,292 3,292

その他（純額） 1,553 1,561

有形固定資産合計 7,130 7,095

無形固定資産 128 119

投資その他の資産 368 411

固定資産合計 7,627 7,626

資産合計 19,601 19,194

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,706 2,283

短期借入金 550 550

未払法人税等 50 19

賞与引当金 134 232

その他 938 1,071

流動負債合計 4,380 4,157

固定負債

長期借入金 2,000 2,000

役員退職慰労引当金 38 27

退職給付に係る負債 701 675

負ののれん 48 47

その他 454 436

固定負債合計 3,243 3,186

負債合計 7,623 7,343
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,855 1,855

資本剰余金 264 264

利益剰余金 9,696 9,561

自己株式 △5 △5

株主資本合計 11,811 11,676

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11 10

退職給付に係る調整累計額 △89 △82

その他の包括利益累計額合計 △77 △71

非支配株主持分 242 245

純資産合計 11,977 11,851

負債純資産合計 19,601 19,194
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第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)

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

売上高 2,721 2,503

売上原価 2,255 2,149

売上総利益 465 354

販売費及び一般管理費 479 459

営業損失（△） △13 △104

営業外収益

貸倒引当金戻入額 12 17

設備賃貸料 1 1

その他 11 10

営業外収益合計 24 29

営業外費用

支払利息 2 2

設備賃貸費用 1 1

その他 0 0

営業外費用合計 4 4

経常利益又は経常損失（△） 7 △79

特別利益

固定資産売却益 - 0

特別利益合計 - 0

特別損失

固定資産除却損 3 9

特別損失合計 3 9

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

3 △87

法人税、住民税及び事業税 19 21

法人税等調整額 △16 △46

法人税等合計 3 △25

四半期純損失（△） △0 △62

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △6 △69

非支配株主に帰属する四半期純利益 5 6

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 △1

退職給付に係る調整額 16 7

その他の包括利益合計 17 6

四半期包括利益 17 △56

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11 △63

非支配株主に係る四半期包括利益 5 6
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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）

　

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

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）

等を当第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

の区分に表示しております。
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