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1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

28年3月期第1四半期 20,185 △7.4 625 33.7 689 45.0 484 61.4
27年3月期第1四半期 21,796 △19.3 467 △56.2 475 △58.2 300 △65.2

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 819百万円 （351.8％） 27年3月期第1四半期 181百万円 （△87.4％）

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

28年3月期第1四半期 25.15 ―
27年3月期第1四半期 15.58 ―

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

28年3月期第1四半期 61,538 43,527 69.7 2,225.99
27年3月期 61,161 42,926 69.2 2,193.82
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 42,922百万円 27年3月期 42,302百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 

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

27年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3. 平成28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28年3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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

第2四半期(累計) 42,000 △5.3 1,000 9.9 1,100 14.5 700 △4.7 36.31
通期 90,000 4.6 3,000 26.6 3,200 23.2 2,100 19.9 108.92



(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 

(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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ.２「２.サマリー情報（注記事項）」に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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あり、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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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）Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（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。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
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） 28年3月期1Q 20,036,400 株 27年3月期 20,036,400 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 754,086 株 27年3月期 754,005 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 19,282,322 株 27年3月期1Q 19,279,664 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１四半期連結累計期間における業績は、売上高20,185百万円と前年同四半期比1,611百万円の減収、

営業利益は625百万円と前年同四半期比157百万円の増益、経常利益は689百万円と前年同四半期比214百万

円の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は484百万円と前年同四半期比184百万円の増益となりまし

た。 

 

 （２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の数値は今後の

様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、平成27年５月14日に公表いたし

ました第２四半期連結業績予想及び通期業績予想につきましては、当初の予定どおり変更はありません。 

 

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 

  （会計方針の変更） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」と

いう。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計

基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下

「事業分離等会計基準」という。）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合

の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生し

た連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当第１四半期連結会計期間の期首以

後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日

の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純

利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変

更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び

連結財務諸表の組替えを行っております。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項

（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結

会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

 これによる当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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（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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,931 11,564

受取手形及び売掛金 23,191 22,505

電子記録債権 2,316 2,676

商品及び製品 8,410 8,610

仕掛品 402 384

原材料及び貯蔵品 245 229

その他 1,226 1,166

貸倒引当金 △43 △37

流動資産合計 46,680 47,100

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,254 5,182

土地 3,806 3,810

建設仮勘定 87 80

その他（純額） 1,885 1,891

有形固定資産合計 11,033 10,964

無形固定資産 414 398

投資その他の資産

投資有価証券 2,144 2,208

その他 940 918

貸倒引当金 △52 △51

投資その他の資産合計 3,032 3,075

固定資産合計 14,480 14,438

資産合計 61,161 61,538

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,438 12,515

短期借入金 597 1,115

未払法人税等 173 253

賞与引当金 623 357

その他 1,601 1,561

流動負債合計 15,434 15,803

固定負債

長期借入金 2,200 1,700

役員退職慰労引当金 235 129

退職給付に係る負債 26 25

資産除去債務 180 181

その他 158 170

固定負債合計 2,801 2,207

負債合計 18,235 18,010
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,001 5,001

資本剰余金 5,139 5,128

利益剰余金 29,567 29,859

自己株式 △543 △543

株主資本合計 39,163 39,445

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 705 799

繰延ヘッジ損益 7 △1

為替換算調整勘定 2,164 2,420

退職給付に係る調整累計額 259 258

その他の包括利益累計額合計 3,138 3,476

非支配株主持分 624 605

純資産合計 42,926 43,527

負債純資産合計 61,161 61,538
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 21,796 20,185

売上原価 17,751 15,977

売上総利益 4,045 4,207

販売費及び一般管理費 3,577 3,581

営業利益 467 625

営業外収益

受取利息 5 6

受取配当金 10 12

仕入割引 20 16

その他 27 50

営業外収益合計 64 85

営業外費用

支払利息 9 4

売上割引 1 2

為替差損 22 3

その他 23 11

営業外費用合計 57 21

経常利益 475 689

税金等調整前四半期純利益 475 689

法人税、住民税及び事業税 169 220

法人税等調整額 9 △26

法人税等合計 179 194

四半期純利益 295 495

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 300 484

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（△）

△4 10

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 46 93

繰延ヘッジ損益 △0 △9

為替換算調整勘定 △163 266

退職給付に係る調整額 7 △1

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 △25

その他の包括利益合計 △114 324

四半期包括利益 181 819

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 204 823

非支配株主に係る四半期包括利益 △22 △3
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（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

（４）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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