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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、輸出の持ち直しの動きおよび設備投資の増加に伴って企業収

益が改善し、緩やかな回復基調で推移しました。先行きに関しましては、企業の業況判断に慎重姿勢が見られるも

のの、底堅い内外需を背景に景気回復が続くと見込まれております。 

 当社グループを取り巻く関連業界におきましては、主要取引先である自動車関連産業は、国内販売台数が前年比

微減となりましたが、輸出を中心に国内生産台数は前年比増加しました。 

 鉄鋼産業は、国内粗鋼生産量は前年比微増となりましたが、中国の粗鋼生産量が依然として増加しており、また

米国の鉄鋼輸入制限に代表される通商問題の発生など、先行きは予断を許さない状況にあります。 

 このような状況のなか、当社グループは営業と技術が一体となり、主力製品や新製品の拡販活動を積極的に推進

してまいりました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は24億４千万円と前年同四半期比16.3％増加い

たしました。利益面では、営業利益は１億６千２百万円（前年同四半期比55.0％増）、経常利益は１億７千３百万

円（前年同四半期比74.2％増）、また親会社株主に帰属する四半期純利益は１億１千１百万円（前年同四半期比

111.4％増）となりました。 

 

 ①事業の分野別業績

  鋳造市場向けにおいては、主力製品の販売増等により、売上高は10億６千５百万円（売上高比率43.6％）と前年

同四半期比13.6％増加いたしました。

  鉄鋼市場向けは、高炉工事の受注増等により、売上高は３億６千８百万円（売上高比率15.1％）と前年同四半期

比11.0％増加いたしました。

  溶解炉・環境関連市場向けでは、新設炉の受注増加等により、売上高は７億６千７百万円（売上高比率31.5％）

と前年同四半期比29.4％増加いたしました。

  海外市場向けは、アジア地域及び北米を中心に販売が増加し、売上高は１億３千７百万円（売上高比率5.6％）

と前年同四半期比3.4％増加いたしました。

  不動産事業は、売上高１億３百万円（売上高比率4.2％）と前年同四半期比1.2％減少いたしました。

 

 ②事業の種類別セグメントの業績

 種類別セグメントの売上高は、耐火物事業の売上高は15億４千８百万円（売上高比率63.4％）と前年同四半期比

12.7％増加し、営業利益は１億５千１百万円となりました。エンジニアリング事業の売上高は７億８千９百万円

（売上高比率32.4％）と前年同四半期比27.3％増加し、営業利益は９千万円となりました。不動産事業の売上高は

１億３百万円（売上高比率4.2％）と前年同四半期比1.2％減少し、営業利益は５千９百万円となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

 当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末比３億６千６百万円（5.7％）増加し、68億１千

５百万円となりました。主として、受取手形及び売掛金の増加によるものです。

 当第１四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末比１億２千７百万円（2.8％）減少し、44億２千

１百万円となりました。主として、製造設備の減価償却によるものです。

 これにより、当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比２億４千万円（2.2％）増加し、112

億３千６百万円となりました。

 当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末比３億４千８百万円（8.7％）増加し、43億６千

３百万円となりました。主として、短期借入金の増加によるものです。

 当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末比９千２百万円（3.5％）減少し、25億３千９百

万円となりました。主として、長期借入金の減少によるものです。

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比１千７百万円（0.4％）減少し、43億３千４百万

円となりました。

 この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は38.6％（前連結会計年度末は39.6％）となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成31年３月期の第２四半期連結業績予想（平成30年４月１日～平成30年９月30日）につきましては、平成30年

５月10日に公表した第２四半期連結業績予想から修正を行っております。連結業績につきましては、積極的な営業

活動及び経費削減により、売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益がいずれも予想を上

回る見込みであります。 

 なお、通期連結業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日）につきましては、米国の鉄鋼輸入制限に代表

される通商問題の動向や原材料価格の高騰を注視する必要があることから、修正を行っておりません。 

 

［第２四半期連結業績予想］ 

  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

1株当たり

四半期純利益

  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ） 4,600 280 290 190 14.06

今回修正予想（Ｂ） 4,760 310 330 200 14.80

増減額（Ｂ－Ａ） 160 30 40 10  

増減率（％） 3.5 10.7 13.8 5.3  

前期実績 4,329 225 232 138 10.21

 

 平成31年３月期の第２四半期個別業績予想（平成30年４月１日～平成30年９月30日）につきましても、平成30年

５月10日に公表した第２四半期個別業績予想から修正を行っております。個別業績の修正理由は連結業績と同様で

あります。 

 なお、通期個別業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日）につきましては、連結と同様の理由により、

修正を行っておりません。 

 

［第２四半期個別業績予想］

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり

四半期純利益

  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ） 4,150 200 230 160 11.84

今回修正予想（Ｂ） 4,350 220 250 180 13.32

増減額（Ｂ－Ａ） 200 20 20 20  

増減率（％） 4.8 10.0 8.7 12.5  

前期実績 3,904 180 214 156 11.56
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 配当予想の修正

 当期の配当につきましては、平成30年５月10日に公表した期末配当予想を、以下のとおり修正しております。 

 

１．修正の内容 

 
年間配当金（円）

第2四半期末 期末 合計

前回予想

（平成30年５月10日時点）
0.00 7.00 7.00

今回修正予想 0.00 70.00 －

当期実績 － － －

前期実績

（平成30年３月期）
0.00 7.00 7.00

（注）平成30年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施する予定であるた

め、平成31年３月期の１株当たり期末配当金については、当該株式併合を考慮した金額を記載し、年間配

当金合計は「－」として記載しています。 

 

２．修正の理由 

 修正の理由は、平成30年10月１日を効力発生日とする株式併合（当社普通株式10株を１株に併合）を実施する予

定であり、併合の割合に応じて１株当たりの配当金額を10倍とするためであります。 

 なお、株式併合を考慮しない場合の期末配当は１株当たり７円となり、年間で７円となります。

 

（注）上記の業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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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 

(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 1,533,824 1,661,214 

受取手形及び売掛金 3,144,312 3,366,880 

電子記録債権 130,162 148,428 

商品及び製品 517,008 557,524 

仕掛品 313,504 324,550 

原材料及び貯蔵品 578,437 587,742 

その他 231,794 169,104 

貸倒引当金 △10 △10 

流動資産合計 6,449,031 6,815,432 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,610,414 1,599,342 

機械装置及び運搬具（純額） 615,213 591,992 

工具、器具及び備品（純額） 44,670 53,322 

土地 119,850 119,850 

リース資産（純額） 127,729 121,611 

建設仮勘定 108,216 108,216 

有形固定資産合計 2,626,092 2,594,333 

無形固定資産    

のれん 305,374 299,921 

その他 40,940 35,812 

無形固定資産合計 346,314 335,733 

投資その他の資産    

投資有価証券 755,363 739,030 

関係会社出資金 316,628 291,922 

繰延税金資産 330,789 294,207 

その他 173,470 166,605 

貸倒引当金 △1,125 △1,015 

投資その他の資産合計 1,575,125 1,490,749 

固定資産合計 4,547,531 4,420,815 

資産合計 10,996,562 11,236,247 

 

- 5 -

日本ルツボ㈱ (5355) 平成31年3月期 第1四半期決算短信



 

    （単位：千円） 

 
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) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 797,658 739,867 

電子記録債務 903,621 975,779 

短期借入金 1,455,070 1,730,881 

リース債務 46,366 39,243 

未払法人税等 98,077 13,622 

賞与引当金 229,993 135,214 

役員賞与引当金 22,740 7,847 

その他 461,211 720,684 

流動負債合計 4,014,736 4,363,137 

固定負債    

長期借入金 1,629,682 1,534,468 

リース債務 107,170 102,777 

役員退職慰労引当金 74,733 78,883 

退職給付に係る負債 617,563 622,048 

資産除去債務 8,500 8,500 

その他 193,020 192,258 

固定負債合計 2,630,668 2,538,934 

負債合計 6,645,404 6,902,071 

純資産の部    

株主資本    

資本金 704,520 704,520 

資本剰余金 60,700 60,700 

利益剰余金 3,406,609 3,423,159 

自己株式 △69,679 △69,679 

株主資本合計 4,102,150 4,118,700 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 252,281 239,562 

為替換算調整勘定 △3,273 △24,086 

その他の包括利益累計額合計 249,008 215,476 

純資産合計 4,351,158 4,334,176 

負債純資産合計 10,996,562 11,236,247 
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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 2,097,640 2,439,727 

売上原価 1,492,711 1,773,451 

売上総利益 604,929 666,276 

販売費及び一般管理費 500,673 504,667 

営業利益 104,256 161,609 

営業外収益    

受取利息 13 9 

受取配当金 8,776 10,342 

受取家賃 4,305 4,652 

為替差益 618 4,375 

その他 5,494 4,635 

営業外収益合計 19,206 24,013 

営業外費用    

支払利息 11,181 8,559 

持分法による投資損失 11,452 3,489 

手形売却損 338 242 

その他 985 － 

営業外費用合計 23,956 12,290 

経常利益 99,506 173,332 

特別利益    

固定資産売却益 329 － 

特別利益合計 329 － 

特別損失    

固定資産除却損 1,886 563 

関係会社株式売却損 5,943 － 

特別損失合計 7,829 563 

税金等調整前四半期純利益 92,006 172,769 

法人税、住民税及び事業税 5,155 19,400 

法人税等調整額 34,267 42,201 

法人税等合計 39,422 61,601 

四半期純利益 52,584 111,168 

親会社株主に帰属する四半期純利益 52,584 111,168 
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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) 

四半期純利益 52,584 111,168 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 32,837 △12,719 

繰延ヘッジ損益 99 － 

持分法適用会社に対する持分相当額 △10,980 △20,813 

その他の包括利益合計 21,956 △33,532 

四半期包括利益 74,540 77,636 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 74,540 77,636 
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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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