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(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 5,449 △2.8 △52 ― △29 ― △65 ― 
29年3月期第2四半期 5,604 2.7 △76 ― △59 ― △85 ― 

 

(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 △11百万円（―％） 29年3月期第2四半期 △8百万円（―％）
 
 

 
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 △19 28 ― ―    
29年3月期第2四半期 △25 29 ― ―    

 

(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 11,339 4,449 36.1 1,208 96

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2四半期 4,095百万円  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、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 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2Q 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2Q 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2Q  3,387,265株 29年3月期2Q 3,387,397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 2 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及び

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

 この結果、当第 2 四半期連結累計期間の売上高は 54 億 49 百万円（前年同期比 1 億 54 百万円の減

収）となり、営業損失は 52 百万円（同 23 百万円の赤字縮小）、経常損失は 29 百万円（同 30 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 65 百万円（同 20 百万円の赤字縮小）となりま

した。 

報告セグメントの種類別の業績は、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は前年同期と比べてほぼ横ばいとなった

ものの、ＬＰガスプラント工事の受注が減少したことにより、事業全体の売上高は 30 億 84 百万円と

なり、前年同期を 3 億 12 百万円(9.2％)下回りました。また、セグメント利益（営業利益）は、コス

ト削減等に努めましたが売上高の減少に加え鋼材価格の値上がりによる影響も大きく前年同期を 27 百

万円下回る 72 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 2 億 40 百万円とな

り、前年同期を 3 百万円(1.4%)上回りました。また、セグメント利益（営業利益）は、コスト削減等

により前年同期を 14 百万円上回る 37 百万円となりました。 

施設機器事業は、飼料タンクの販売数量の増加により、事業全体の売上高は 8 億円となり、前年同

期を 1 億 68 百万円(26.7％)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 34 百万円上回る 37 百万円となりました。 

運送事業は、国内貨物輸送量が低水準で推移したことにより、事業全体の売上高は 13 億 23 百万円

となり、前年同期を 14 百万円(1.1%)下回りました。また、セグメント利益（営業利益）は、コスト削

減等に努めた結果、前年同期を 18 百万円上回る 17 百万円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する説明 
 

当第 2 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 8 百万円減少しましたが、現金

及び預金が 2 億 99 百万円、製品が 1 億 36 百万円、仕掛品が 1 億 75 百万円、投資有価証券が時価の上

昇により 67 百万円及び流動資産のその他が 94 百万円それぞれ増加した結果、資産合計は前連結会計

年度末と比較して 3億 32 百万円(3.0％)増加し、113 億 39 百万円となりました。 

 負債は、支払手形及び買掛金が 92 百万円、長期借入金が 52 百万円それぞれ減少しましたが、短期

借入金が 1 億 49 百万円、前受金が 2 億 84 百万円それぞれ増加した結果、負債合計は前連結会計年度

末と比較して 3億 80 百万円(5.8%)増加し、68 億 89 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 42 百万円増加しましたが、利益剰余金が 98 百万円減少し

た結果、純資産合計は前連結会計年度末と比較して 47 百万円(1.1%)減少し、44 億 49 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、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 758,110 1,057,235

  受取手形及び売掛金 3,404,058 2,895,852

  電子記録債権 251,746 189,275

  製品 217,729 354,121

  仕掛品 525,186 701,125

  原材料及び貯蔵品 211,504 286,579

  繰延税金資産 101,880 94,774

  その他 115,714 210,672

  貸倒引当金 △1,582 △1,656

  流動資産合計 5,584,347 5,787,980

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 543,750 533,256

   機械装置及び運搬具（純額） 518,572 623,937

   土地 2,503,421 2,503,421

   リース資産（純額） 99,337 80,467

   建設仮勘定 58,401 10,127

   その他（純額） 20,776 23,814

   有形固定資産合計 3,744,260 3,775,025

  無形固定資産 45,333 43,635

  投資その他の資産 

   投資有価証券 1,543,823 1,611,644

   退職給付に係る資産 7,095 18,195

   その他 129,264 153,040

   貸倒引当金 △47,922 △50,346

   投資その他の資産合計 1,632,260 1,732,534

  固定資産合計 5,421,853 5,551,195

 資産合計 11,006,201 11,339,176
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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) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 1,350,747 1,257,855

  電子記録債務 787,462 829,312

  短期借入金 1,331,806 1,481,373

  リース債務 53,468 54,305

  未払金 173,597 167,759

  未払費用 95,095 104,069

  未払法人税等 28,071 24,668

  未払消費税等 26,121 16,192

  前受金 83,271 367,461

  賞与引当金 135,308 148,446

  役員賞与引当金 12,000 6,000

  その他 39,831 76,910

  流動負債合計 4,116,782 4,534,353

 固定負債 

  長期借入金 812,862 760,516

  リース債務 73,914 48,365

  繰延税金負債 261,881 282,755

  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 1,166,104

  その他 24,067 22,427

  固定負債合計 2,391,847 2,354,879

 負債合計 6,508,629 6,889,233

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 1,556,388

  自己株式 △81,196 △81,229

  株主資本合計 3,613,404 3,514,506

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 537,919 580,548

  その他の包括利益累計額合計 537,919 580,548

 非支配株主持分 346,247 354,888

 純資産合計 4,497,571 4,449,943

負債純資産合計 11,006,201 11,339,176
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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 5,604,435 5,449,608

売上原価 4,551,812 4,329,229

売上総利益 1,052,623 1,120,378

販売費及び一般管理費  1,128,845  1,172,671

営業損失（△） △76,222 △52,292

営業外収益 

 受取利息 371 394

 受取配当金 14,937 18,218

 助成金収入 81 60

 協賛金収入 3,469 3,289

 受取補償金 - 3,778

 その他 9,953 7,559

 営業外収益合計 28,812 33,299

営業外費用 

 支払利息 8,006 6,271

 その他 4,438 4,086

 営業外費用合計 12,445 10,357

経常損失（△） △59,854 △29,351

特別利益 

 固定資産売却益 2,639 2,574

 特別利益合計 2,639 2,574

特別損失 

 固定資産除売却損 987 576

 特別損失合計 987 576

税金等調整前四半期純損失（△） △58,203 △27,353

法人税、住民税及び事業税 27,128 17,437

法人税等調整額 410 9,285

法人税等合計 27,539 26,722

四半期純損失（△） △85,742 △54,075

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（△） 

△80 11,225

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △85,661 △65,301
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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) 

四半期純損失（△） △85,742 △54,075

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 77,362 42,660

 その他の包括利益合計 77,362 42,660

四半期包括利益 △8,380 △11,414

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 △7,972 △22,672

 非支配株主に係る四半期包括利益 △407 11,257

 



 中国工業㈱（5974）平成 30 年 3月期 第 2四半期決算短信 

―7― 

 

(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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