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1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年12月31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 ％

2020年3月期第3四半期 11,243 △8.4 156 357.2 74 ― 65 ―

2019年3月期第3四半期 12,279 13.1 34 ― △54 ― △100 ―

（注）包括利益 2020年3月期第3四半期　　△58百万円 （―％） 2019年3月期第3四半期　　△211百万円 （―％）

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

2020年3月期第3四半期 65.37 ―

2019年3月期第3四半期 △100.00 ―

(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

2020年3月期第3四半期 8,573 1,853 21.4 1,844.92

2019年3月期 8,324 1,897 22.8 1,888.93

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 1,838百万円 2019年3月期 1,896百万円

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

2019年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2020年3月期 ― 0.00 ―

2020年3月期（予想） ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※2020年３月期期末配当予想については、未定です。

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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 16,000 △0.3 130 ― 60 ― 30 ― 29.86

（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

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） 2020年3月期3Q 1,017,179 株 2019年3月期 1,017,179 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 12,592 株 2019年3月期 12,392 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 1,004,652 株 2019年3月期3Q 1,004,807 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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費増税による駆け込み需要反動や大型台風等の自然災害による

生産・販売の下振れにより企業収益や国内生産は輸出を中心に一時的な足踏み感を残したものの、雇用者所得の堅調な

拡大、個人消費の緩やかな増加等、景気は緩やかな回復基調が見られております。

　一方、世界経済においては、米中通商問題や中国経済の先行き不安、英国のＥＵ離脱問題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います。

　このような状況の中、当社グループは、前向きな投資戦略、新規事業への挑戦、国内外の体制を再整備し、合理化の

実行による業績向上をめざしてまいりました。

　その結果、売上は、112億43百万円（前年同四半期122億79百万円）と減収となりましたが、利益面では、不採算取引

見直し、経費削減等に取組み、営業利益１億56百万円（前年同四半期利益34百万円）と増益となり、経常利益74百万円

（前年同四半期損失54百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益65百万円（前年同四半期損失１億円）と増益とな

りました。

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

　(合成樹脂成形関連事業)

　売上高は、95億17百万円（前年同四半期95億71百万円）と減収となりましが、利益面では、経費削減などにより営業

利益82百万円（前年同四半期損失25百万円）と増益となりました。

　(物流機器関連事業)

　競合他社との価格競争が続く中、受注拡大に努め積極的な営業活動を展開してまいりましたが、売上高は、大口顧客

の売上減少により17億25百万円（前年同四半期27億７百万円）と減収になりました。利益面では、利益率改善等により

営業利益74百万円（前年同四半期利益59百万円）と増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産の状況)

　資産合計は85億73百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億48百万円増加しました。これは、主に受取手形及び売

掛金が２億50百万円増加したことによるものです。

(負債の状況)

　負債合計は67億20百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億93百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買

掛金が５億34百万円増加、長期借入金が２億96百万円減少したことによるものです。

(純資産の状況)

　純資産合計は18億53百万円となり前連結会計年度末と比べ44百万円減少しました。これは主に、利益剰余金が65百万

円増加、為替換算調整勘定が95百万円減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　本日公表の「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」において、2020年３月期通期連結累計期間の業績予想の修

正を開示しております。
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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
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,506,735 1,349,268

受取手形及び売掛金 2,398,758 2,649,331

電子記録債権 577,437 604,241

商品及び製品 589,395 609,180

仕掛品 162,048 152,988

原材料及び貯蔵品 330,572 388,644

その他 128,329 126,108

流動資産合計 5,693,277 5,879,763

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 344,476 308,082

機械装置及び運搬具（純額） 507,787 550,450

土地 1,282,846 1,282,846

リース資産（純額） 107,183 86,782

建設仮勘定 6,547 1,615

その他（純額） 68,285 89,303

有形固定資産合計 2,317,126 2,319,080

無形固定資産

のれん 73,610 46,006

その他 29,805 29,576

無形固定資産合計 103,416 75,583

投資その他の資産

投資有価証券 47,423 48,237

その他 166,140 253,703

貸倒引当金 △2,830 △2,830

投資その他の資産合計 210,733 299,110

固定資産合計 2,631,277 2,693,774

資産合計 8,324,554 8,573,538

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,935,885 2,470,863

電子記録債務 326,171 349,739

短期借入金 1,576,536 1,625,342

未払法人税等 29,491 54,747

賞与引当金 26,858 13,921

その他 436,681 402,224

流動負債合計 4,331,624 4,916,839

固定負債

長期借入金 1,750,821 1,454,543

退職給付に係る負債 173,441 191,844

その他 170,698 156,930

固定負債合計 2,094,961 1,803,318

負債合計 6,426,585 6,720,158
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 927,623 927,623

資本剰余金 763,504 763,504

利益剰余金 180,648 246,325

自己株式 △23,029 △23,159

株主資本合計 1,848,747 1,914,294

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △915 △1,422

繰延ヘッジ損益 △105 252

為替換算調整勘定 39,930 △55,741

退職給付に係る調整累計額 9,293 △19,120

その他の包括利益累計額合計 48,201 △76,032

非支配株主持分 1,019 15,117

純資産合計 1,897,969 1,853,379

負債純資産合計 8,324,554 8,573,538
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 12,279,367 11,243,097

売上原価 10,799,266 9,818,799

売上総利益 1,480,100 1,424,298

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 294,677 213,190

給料及び賞与 460,130 438,228

退職給付費用 39,369 29,878

その他 651,701 586,543

販売費及び一般管理費合計 1,445,879 1,267,842

営業利益 34,221 156,456

営業外収益

受取利息 5,051 4,996

受取配当金 358 440

受取手数料 4,697 5,226

受取賃貸料 45 20

その他 10,241 6,842

営業外収益合計 20,393 17,526

営業外費用

支払利息 42,498 43,907

為替差損 56,080 46,340

その他 10,942 9,547

営業外費用合計 109,520 99,795

経常利益又は経常損失（△） △54,905 74,186

特別利益

固定資産売却益 529 6,255

移転補償金 - 40,589

特別利益合計 529 46,844

特別損失

固定資産売却損 - 1,436

固定資産処分損 150 628

過年度外国消費税等 12,163 -

特別損失合計 12,314 2,064

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（△）

△66,690 118,967

法人税等 33,593 53,512

四半期純利益又は四半期純損失（△） △100,284 65,454

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

193 △222

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△100,477 65,677
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △100,284 65,454

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,634 △506

繰延ヘッジ損益 △1,828 357

為替換算調整勘定 △100,430 △95,693

退職給付に係る調整額 △5,797 △28,414

その他の包括利益合計 △111,691 △124,255

四半期包括利益 △211,975 △58,801

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △212,089 △58,557

非支配株主に係る四半期包括利益 114 △243
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)

１．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
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 9,571,953 2,707,414 12,279,367 ― 12,279,367

セグメント間の内部売上高
又は振替高

94,679 290 94,969 △94,969 ―

計 9,666,632 2,707,704 12,374,336 △94,969 12,279,367

セグメント利益
又はセグメント損失（△）

△25,238 59,459 34,221 ― 34,221

(注) セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

１．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
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 9,517,160 1,725,937 11,243,097 ― 11,243,097

セグメント間の内部売上高
又は振替高

92,421 894 93,316 △93,316 ―

計 9,609,582 1,726,831 11,336,414 △93,316 11,243,097

セグメント利益 82,005 74,451 156,456 ― 156,456

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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