
平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年1月29日

上場会社名 株式会社 エスティック 上場取引所 東

コード番号 6161 URL http://www.estic.co.jp

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 鈴木　弘

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理部長 （氏名） 伊勢嶋　勇 TEL 06-6993-8855

四半期報告書提出予定日 平成30年2月2日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年3月21日～平成29年12月20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3四半期 3,670 15.1 1,004 26.9 1,001 32.4 678 33.6

29年3月期第3四半期 3,187 26.7 791 59.7 756 41.0 507 48.3

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　706百万円 （56.0％） 29年3月期第3四半期　　452百万円 （34.7％）

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

30年3月期第3四半期 249.40 ―

29年3月期第3四半期 186.69 ―

（注）　当社は、平成28年12月21日付けで普通株式１株につき２株の分割を行っております。

　　　　これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第3四半期 5,913 5,178 87.3

29年3月期 5,397 4,602 85.2

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 5,163百万円 29年3月期 4,597百万円

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 ― 0.00 ― 48.00 48.00

30年3月期 ― 0.00 ―

30年3月期（予想） 55.00 55.00

（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30年3月期の連結業績予想（平成29年3月21日～平成30年3月20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 4,500 8.8 987 7.8 1,007 8.3 679 13.4 249.72

（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） 30年3月期3Q 2,942,000 株 29年3月期 2,942,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期3Q 222,944 株 29年3月期 222,944 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期3Q 2,719,056 株 29年3月期3Q 2,719,193 株

（注）　当社は、平成28年12月21日付けで普通株式１株につき２株の分割を行っております。

　　　　これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して株式数を算定しております。

※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、四半期
決算短信(添付資料)２ページ「１．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

① 国内市場

当社主力販売先である自動車産業界における設備投資の状況につきましては、好調な業績を背景に各社積極的な

設備投資が継続しており、前四半期に引き続き堅調に推移しております。

　そのような状況のなか、特にハンドナットランナの需要が拡大しており、前年を大きく上回る売上高となりまし

た。また、前四半期から繰り越したネジ締付装置の納入延期も解消し各品種とも売上は堅調に推移しております。

② 米国市場

雇用、所得環境の改善を背景に個人消費が堅調に拡大するなか、自動車産業における設備投資も堅調に推移して

おり、ハンドナットランナを中心に日系自動車メーカーに加え米系自動車メーカーからの受注も増加しつつあり、

当初予想を大幅に上回る売上高となりました。

③ 中国市場

個人消費と輸出は堅調に推移するも設備投資は緩やかに減速局面が推測されるなか、自動車産業の設備投資も減

速傾向で、ナットランナは前年を上回りましたがハンドナットランナにおいては前年を下回る売上高となりました。

④ その他の市場

タイ市場においては緩やかな景気回復のなかハンドナットランナを中心に売上高が回復してまいりました。韓国

市場は設備投資の谷間にあり前年を下回る売上高で推移いたしました。

以上の主要因により売上高は、品種別ではハンドナットランナ及びナットランナが当初計画を大幅に上回りまし

たがネジ締付装置及びサーボプレスは当初計画を下回る結果となり、地域別では国内及び米国で当初計画を上回る

結果となりました。

　利益に関しましては、利益率の高いナットランナ及びハンドナットランナが堅調に推移したことにより当初計画

を大幅に上回りました。

その結果、当第３四半期連結累計期間は、売上高3,670百万円(前年同四半期比15.1％増)、営業利益1,004百万円

(前年同四半期比26.9％増)、経常利益1,001百万円(前年同四半期比32.4％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益

678百万円(前年同四半期比33.6％増)となりました。

なお、当社製品は、ネジ締付装置、同部品及びネジ締付工具でありますので、単一セグメントとして市場環境を

判断しております。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の資産は、5,913百万円と前連結会計年度末比516百万円の増加となりました。増減

の主な内訳は、現金及び預金が223百万円、受取手形及び売掛金が164百万円増加したためであります。

　当第３四半期連結会計期間末の負債は、734百万円と前連結会計年度末比59百万円の減少となりました。増減の主

な内訳は、退職給付に係る負債が17百万円増加した一方、未払法人税等が106百万円減少したためであります。

　当第３四半期連結会計期間末の純資産は、5,178百万円と前連結会計年度末比575百万円の増加となりました。増

減の主な内訳は利益剰余金が547百万円増加したためであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期連結累計期間において、通期の営業利益の予想数値を上回っておりますが、第４四半期における経

費支出の予想などから、平成29年４月27日付の「平成29年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」において公表いた

しました業績予想に変更はありません。

　なお、予想数値に修正の必要が生じた場合には速やかに開示いたします。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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３．四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20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 797,602 1,021,316

受取手形及び売掛金 1,637,905 1,802,188

商品及び製品 309,163 325,067

仕掛品 117,607 175,972

原材料 580,692 605,381

繰延税金資産 119,685 97,265

その他 41,919 79,541

貸倒引当金 △7,703 △11,195

流動資産合計 3,596,872 4,095,538

固定資産

有形固定資産

土地 829,603 829,603

その他（純額） 518,758 497,800

有形固定資産合計 1,348,362 1,327,403

無形固定資産 30,057 27,159

投資その他の資産

繰延税金資産 22,104 18,700

その他 400,878 445,661

貸倒引当金 △800 △800

投資その他の資産合計 422,183 463,561

固定資産合計 1,800,603 1,818,125

資産合計 5,397,476 5,913,663
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 149,792 248,035

未払法人税等 218,500 111,522

賞与引当金 40,715 12,853

役員賞与引当金 － 24,374

製品保証引当金 19,000 34,000

その他 198,144 118,394

流動負債合計 626,151 549,179

固定負債

退職給付に係る負債 162,583 180,059

その他 5,744 5,569

固定負債合計 168,327 185,628

負債合計 794,479 734,807

純資産の部

株主資本

資本金 557,000 557,000

資本剰余金 639,750 639,750

利益剰余金 3,579,997 4,127,620

自己株式 △218,235 △218,235

株主資本合計 4,558,511 5,106,134

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 21,270 40,402

為替換算調整勘定 17,897 17,294

その他の包括利益累計額合計 39,167 57,697

非支配株主持分 5,316 15,023

純資産合計 4,602,996 5,178,855

負債純資産合計 5,397,476 5,913,663
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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 平成28年３月21日
　至 平成28年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年３月21日
　至 平成29年12月20日)

売上高 3,187,217 3,670,079

売上原価 1,837,053 2,036,035

売上総利益 1,350,163 1,634,044

販売費及び一般管理費 558,559 629,454

営業利益 791,603 1,004,590

営業外収益

受取利息 61 87

受取配当金 1,702 1,715

持分法による投資利益 11,487 8,736

その他 1,647 2,090

営業外収益合計 14,899 12,630

営業外費用

為替差損 50,010 14,235

固定資産売却損 － 1,340

営業外費用合計 50,010 15,575

経常利益 756,492 1,001,644

税金等調整前四半期純利益 756,492 1,001,644

法人税、住民税及び事業税 243,831 298,219

法人税等調整額 11,730 16,203

法人税等合計 255,561 314,422

四半期純利益 500,930 687,222

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（△）

△6,708 9,084

親会社株主に帰属する四半期純利益 507,639 678,137

決算短信（宝印刷） 2018年01月25日 17時07分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社エスティック(6161) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

7

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 平成28年３月21日
　至 平成28年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年３月21日
　至 平成29年12月20日)

四半期純利益 500,930 687,222

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,048 19,132

為替換算調整勘定 △18,797 △2,520

持分法適用会社に対する持分相当額 △33,435 2,539

その他の包括利益合計 △48,184 19,151

四半期包括利益 452,745 706,374

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 460,776 696,667

非支配株主に係る四半期包括利益 △8,031 9,706
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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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