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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 6,102 △8.3 △24 ― 254 △9.9 186 △4.4
27年3月期第1四半期 6,654 4.0 82 △72.4 282 △51.0 195 △48.7

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 370百万円 （△19.4％） 27年3月期第1四半期 459百万円 （△14.7％）

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

28年3月期第1四半期 3.86 ―
27年3月期第1四半期 4.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第1四半期 65,033 45,371 65.5
27年3月期 65,720 45,146 64.4
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 42,576百万円 27年3月期 42,324百万円

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

平成28年3月期の第2四半期末以降の配当については未定であります。

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） ― ― ― ―

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) 13,019 △4.3 22 △88.6 267 △40.1 169 △41.3 3.49
通期 28,413 2.2 424 △40.0 826 △36.6 461 △41.6 9.52



(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 ： 有

(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）

※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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※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。

※ 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 51,755,478 株 27年3月期 51,755,478 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 3,353,366 株 27年3月期 3,353,105 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 48,402,150 株 27年3月期1Q 48,413,091 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わが国経済は、自動車を中心に製造業の活動水準がやや弱含み、公共投資も

盛り上がりに欠けるなど、景気回復の足取りが鈍い状態で推移しました。

線材加工製品業界におきましては、前年度の下半期以降土木・建築分野の需要が低迷し、経営環境は依然として

厳しい状況が継続しております。

このような状況の中、当社グループは経営計画達成に向けて積極的に取り組みましたが、販売面におきまして

は、販売数量の減少及び販売価格の低下により、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,102百万円と前年同期に比

べ551百万円（△8.3％）の減収となりました。

利益面におきましては、販売面の要素に加え、減価償却費増による固定費負担の増加、副原料価格の上昇等によ

り、営業損失は24百万円と前年同期に比べ107百万円（前年同期は82百万円の営業利益）の減益、経常利益は254百

万円と前年同期に比べ28百万（△9.9％）の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は186百万円と前年同期に比

べ８百万円（△4.4%）の微減となりました。

（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総資産は65,033百万円となり、前連結会計年度末に比べ686百万円の減少となりま

した。流動資産は29,246百万円となり、前連結会計年度末に比べ600百万円の減少となりました。これは主に受取手

形及び売掛金の減少によるものです。固定資産は35,787百万円となり、前連結会計年度末に比べ85百万円の減少と

なりました。これは主に投資有価証券の減少によるものです。

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は19,662百万円となり、前連結会計年度末に比べ911百万円の減少となり

ました。流動負債は10,715百万円となり、前連結会計年度末に比べ749百万円の減少となりました。これは主に支払

手形及び買掛金と電子記録債務の減少によるものです。固定負債は8,947百万円となり、前連結会計年度末に比べ

161百万円の減少となりました。これは主に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合計は45,371百万円となり、前連結会計年度末に比べ225百万円の増加とな

りました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加によるものです。この結果、自己資本比率は65.5％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28年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成27年５月12日に発表い

たしました業績予想と変更ありません。
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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

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（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）、「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）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）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、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。
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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：千円)

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 11,231,440 11,006,781

受取手形及び売掛金 8,199,181 7,158,142

電子記録債権 1,154,260 1,264,925

有価証券 151,297 351,966

製品 5,695,144 6,036,899

仕掛品 780,624 699,717

原材料及び貯蔵品 2,246,201 2,315,022

繰延税金資産 104,366 103,798

その他 403,659 428,012

貸倒引当金 △118,851 △118,861

流動資産合計 29,847,324 29,246,403

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,681,704 4,608,151

機械装置及び運搬具（純額） 3,450,200 3,380,304

土地 9,110,955 9,110,955

建設仮勘定 200,424 459,978

その他（純額） 106,525 109,008

有形固定資産合計 17,549,810 17,668,398

無形固定資産

ソフトウエア 228,752 221,085

ソフトウエア仮勘定 782,110 876,097

その他 5,214 5,596

無形固定資産合計 1,016,077 1,102,778

投資その他の資産

投資有価証券 15,289,323 15,002,262

長期貸付金 438,572 446,760

退職給付に係る資産 181,402 184,433

その他 1,427,647 1,411,998

貸倒引当金 △29,785 △29,204

投資その他の資産合計 17,307,162 17,016,251

固定資産合計 35,873,050 35,787,428

資産合計 65,720,374 65,033,832
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(単位：千円)

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,375,717 2,918,412

電子記録債務 2,674,876 2,359,459

短期借入金 1,690,357 2,040,187

1年内返済予定の長期借入金 1,607,000 1,588,000

未払金 1,152,391 1,199,432

未払法人税等 301,058 104,750

賞与引当金 202,688 58,856

訴訟損失引当金 42,500 -

その他 418,558 446,396

流動負債合計 11,465,148 10,715,494

固定負債

長期借入金 6,021,000 5,748,000

繰延税金負債 1,398,919 1,495,126

役員退職慰労引当金 98,648 101,130

退職給付に係る負債 1,539,680 1,552,338

その他 50,771 50,472

固定負債合計 9,109,019 8,947,067

負債合計 20,574,168 19,662,562

純資産の部

株主資本

資本金 10,720,068 10,720,068

資本剰余金 10,888,051 10,888,051

利益剰余金 19,934,999 19,976,775

自己株式 △1,020,180 △1,020,260

株主資本合計 40,522,938 40,564,635

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,497,319 1,707,689

為替換算調整勘定 354,832 351,740

退職給付に係る調整累計額 △50,614 △47,912

その他の包括利益累計額合計 1,801,537 2,011,517

非支配株主持分 2,821,730 2,795,117

純資産合計 45,146,205 45,371,269

負債純資産合計 65,720,374 65,033,832
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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 6,654,067 6,102,671

売上原価 5,691,096 5,240,949

売上総利益 962,971 861,722

販売費及び一般管理費 880,736 886,666

営業利益又は営業損失（△） 82,234 △24,944

営業外収益

受取利息 40,590 40,169

受取配当金 217,997 209,526

有価証券売却益 4,018 64,358

受取賃貸料 8,445 7,446

雑収入 22,342 31,375

営業外収益合計 293,394 352,875

営業外費用

支払利息 21,796 22,264

持分法による投資損失 46,197 49,246

雑支出 24,683 1,549

営業外費用合計 92,678 73,060

経常利益 282,950 254,870

特別利益

投資有価証券評価益 3,740 -

特別利益合計 3,740 -

特別損失

投資有価証券評価損 6 3

固定資産除売却損 1,487 20

解体撤去費用 23,570 12,290

特別損失合計 25,065 12,313

税金等調整前四半期純利益 261,625 242,557

法人税等 125,108 86,181

四半期純利益 136,517 156,375

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △59,021 △30,607

親会社株主に帰属する四半期純利益 195,538 186,983
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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)

四半期純利益 136,517 156,375

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 350,551 212,925

繰延ヘッジ損益 18,278 -

為替換算調整勘定 △47,212 38

退職給付に係る調整額 7,779 4,121

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,440 △3,111

その他の包括利益合計 322,957 213,974

四半期包括利益 459,474 370,350

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 528,892 396,963

非支配株主に係る四半期包括利益 △69,418 △26,612
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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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