
平成29年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

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

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９月30日）

(注) 当社は平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度
の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

２．配当の状況

(注) １．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
２．当社は平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。平成29年３

月期(予想)の１株当たり期末配当金及び年間配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額
を記載しております。株式併合を考慮しない場合の１株当たり期末配当金は４円となり、１株当たり年間
配当金は４円となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事
項」をご覧ください。

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(注) １．直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
２．当社は平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。平成29年３

月期の通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮してお
ります。詳細につきましては「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
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（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 ％

29年３月期第２四半期 10,085 1.9 1,186 82.0 1,175 71.4 796 84.1

28年３月期第２四半期 9,896 △1.1 652 27.2 685 23.0 432 26.5

(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 629百万円 (18.2％) 28年３月期第２四半期 532百万円 (50.8％)

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

29年３月期第２四半期 171.20 ―

28年３月期第２四半期 90.35 ―

（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 ％

29年３月期第２四半期 20,225 12,587 62.2

28年３月期 21,296 12,465 58.5

(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 12,587百万円 28年３月期 12,448百万円

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

28年３月期 ― ― ― 4.00 4.00

29年３月期 ― ―

29年３月期(予想) ― 40.00 40.00

(％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 20,900 △0.1 2,200 15.4 2,200 12.4 1,470 17.3 315.78

t-ikeda
FASF



※ 注記事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

(注) 当社は平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度
の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定し
ております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外ではありますが、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。

２．当社は平成28年６月29日開催の第73回定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成28年10月１日

付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。併せて同日付で単元株式数の変更（1,000株

から100株への変更）を実施しております。なお、株式併合を考慮しない場合の平成29年３月期の配当予想及び連結業

績予想は次のとおりです。

(１) 平成29年３月期の配当予想

１株当たり配当金 期末4円00銭

(２) 平成29年３月期の連結業績予想

１株当たり当期純利益 通期31円58銭

（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 (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

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期２Ｑ 4,625,309株 28年３月期 4,825,309株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 13,822株 28年３月期 34,199株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 4,655,069株 28年３月期２Ｑ 4,791,562株
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、公共投資や住宅着工などが堅調に推移する一方、中国経済の

減速や、英国のＥＵ離脱問題などの影響により円高が進むなど、引き続き不透明な状況で推移いたしました。

建設業界及び合成樹脂加工品業界におきましては、需要の伸び悩みや販売競争の激化、労働力不足等により引き

続き厳しい状況が続いております。

当社グループはこのような状況の下、営業力の強化と積極的な販売活動に努めてまいりました結果、当第２四半

期連結累計期間の連結売上高は、100億85百万円(前年同期比1.9%増)となりました。

損益面につきましては、当第２四半期連結累計期間においても徹底したコストダウン及び諸経費の削減などの諸

施策を実施してまいりました結果、営業利益は11億86百万円(前年同期比82.0%増)、経常利益は11億75百万円(前年

同期比71.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は７億96百万円(前年同期比84.1%増)となりました。

（２）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合計は、前連結会計年度末より10億71百万円減少し、202億25百万円となりま

した。その主な原因といたしましては、現金及び預金が７億28百万円、受取手形及び売掛金が２億61百万円それぞ

れ減少したことによるものです。

負債の部では、前連結会計年度末より11億93百万円減少し、76億37百万円となりました。その主な原因といたし

ましては、電子記録債務が１億３百万円、短期借入金が７億53百万円、長期借入金が１億96百万円それぞれ減少し

たことによるものです。

純資産の部では、前連結会計年度末より１億22百万円増加し、125億87百万円となりました。その主な原因といた

しましては、その他有価証券評価差額金が63百万円、為替換算調整勘定が１億３百万円それぞれ減少したものの、

利益剰余金が２億83百万円増加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

通期の業績予想につきましては、 近の業績の動向を踏まえ、平成28年５月12日に公表いたしました業績予想を

修正しております。詳細につきましては、平成28年10月27日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。
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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。
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３．四半期連結財務諸表

（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28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,898 4,170

受取手形及び売掛金 5,766 5,504

電子記録債権 719 942

商品及び製品 2,277 2,228

仕掛品 177 178

原材料及び貯蔵品 584 581

その他 505 423

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 14,924 14,026

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,488 9,495

機械装置及び運搬具 9,481 9,505

工具、器具及び備品 3,562 3,584

土地 2,433 2,433

リース資産 5 5

建設仮勘定 9 9

減価償却累計額 △19,657 △19,778

有形固定資産合計 5,322 5,254

無形固定資産

その他 69 64

無形固定資産合計 69 64

投資その他の資産

投資有価証券 855 764

その他 143 131

貸倒引当金 △18 △16

投資その他の資産合計 980 879

固定資産合計 6,372 6,198

資産合計 21,296 20,225
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,431 2,393

電子記録債務 1,648 1,545

短期借入金 1,376 622

未払法人税等 365 326

賞与引当金 261 272

その他 951 889

流動負債合計 7,035 6,050

固定負債

長期借入金 537 341

預り保証金 1,056 1,070

退職給付に係る負債 61 63

その他 139 112

固定負債合計 1,795 1,587

負債合計 8,831 7,637

純資産の部

株主資本

資本金 5,007 5,007

資本剰余金 4,120 4,121

利益剰余金 2,941 3,224

自己株式 △43 △22

株主資本合計 12,025 12,331

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 377 314

為替換算調整勘定 44 △58

その他の包括利益累計額合計 422 256

非支配株主持分 16 -

純資産合計 12,465 12,587

負債純資産合計 21,296 20,225
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第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)

売上高 9,896 10,085

売上原価 6,248 5,983

売上総利益 3,648 4,101

販売費及び一般管理費 2,996 2,915

営業利益 652 1,186

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 11 13

不動産賃貸料 30 18

為替差益 2 -

その他 11 16

営業外収益合計 56 47

営業外費用

支払利息 17 10

為替差損 - 42

その他 4 5

営業外費用合計 22 58

経常利益 685 1,175

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 20 2

特別損失合計 20 2

税金等調整前四半期純利益 665 1,172

法人税、住民税及び事業税 247 326

法人税等調整額 △16 48

法人税等合計 231 374

四半期純利益 434 798

非支配株主に帰属する四半期純利益 1 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 432 796
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第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)

四半期純利益 434 798

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 87 △63

為替換算調整勘定 9 △105

その他の包括利益合計 97 △169

四半期包括利益 532 629

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 530 630

非支配株主に係る四半期包括利益 1 △1
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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）

当社は平成28年５月12日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づき、自

己株式の取得に係る事項を決議いたしました。

また、平成28年８月25日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、保有する自己株式の一部を

消却することを決議いたしました。

これにより当第２四半期連結累計期間において、次のとおり自己株式の取得及び消却を実施いたしました。

１．自己株式の取得

（１）取得した株式の種類

当社普通株式

（２）取得した株式の総数

1,794,000株

（３）株式の取得価額の総額

２億99百万円

（４）取得した期間

平成28年５月19日から平成28年６月13日まで

（５）取得の方法

市場買付

２．自己株式の消却

（１）消却した株式の種類

当社普通株式

（２）消却した株式の数

2,000,000株

（３）株式の消却価額の総額

３億21百万円

これにより利益剰余金及び自己株式がそれぞれ同額減少しております。

（４）消却実施日

平成28年９月８日
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