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(百万円未満切捨て)
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）

（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 6,329 4.5 △122 － △82 － △219 －

27年３月期第１四半期 6,055 8.1 △321 － △240 － △208 －
(注) 包括利益 28年３月期第１四半期 △126百万円( －％) 27年３月期第１四半期 △293百万円( －％)
　

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 △24.61 －

27年３月期第１四半期 △23.41 －
　

　

（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 ％

28年３月期第１四半期 32,312 21,647 67.0

27年３月期 32,793 21,916 66.8
(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 21,647百万円 27年３月期 21,916百万円
　

　

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

27年３月期 － 16.00 － 16.00 32.00

28年３月期 －

28年３月期(予想) 17.00 － 17.00 34.00
(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)

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) 14,100 6.7 150 － 170 289.0 5 － 0.56

通期 31,700 4.0 1,800 17.2 1,840 12.3 1,070 △34.0 120.24
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 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
　

(注) 詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に
特有の会計処理の適用」をご覧ください。

　

（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 ： 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
　

(注) 詳細は、【添付資料】３ページ「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期１Ｑ 9,924,075株 27年３月期 9,924,075株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ 1,025,083株 27年３月期 1,025,083株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 8,898,992株 27年３月期１Ｑ 8,899,196株
　

　

※ 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、四半期連結財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。

※ 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など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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の
業績など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などについては、【添付資料】３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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による積極的な経済政策や金融政策などを背景に、円安

や株価上昇などが続き、企業収益の改善など景気は緩やかながら回復基調で推移しました。しかしながら、円安に

よる原材料価格の高騰などに加え、ギリシャの債務問題や新興国の政情不安など、少なからず日本経済にも影響を

与え、依然として不透明な状況となっております。

このような情勢のもと、当社はオフィス市場や医療・福祉施設向けの営業活動、新築工事などに対し当社製品を

設計段階で推薦していただく活動(以下「設計織込活動」という。)を強化し、お客様のニーズに合った提案やサー

ビスの提供を行うことに重点をおき活動いたしました。

オフィス市場におきましては、特に首都圏のオフィス移転工事などを狙いとした提案営業活動や、新築工事など

の設計織込活動を強化した結果、売上高は前年同四半期と比較し3.1％の伸張となりました。医療・福祉施設向けの

活動におきましては、期首受注残が低下したことが影響し、売上高は前年同四半期と比較し12.2％減少となりまし

たが、受注高におきましては、エンドユーザーや設計事務所に対しての設計織込活動を計画通り進めた結果、前年

同四半期と比較し2.5％伸張しました。その他には、工場市場における営業活動が好調に推移し、売上高は前年同四

半期と比較し44.8％の伸張となりました。その結果、売上高は63億29百万円(前年同四半期比4.5％増)となりまし

た。

損益面では、販売価格の改善を進めるとともに、製造部門を中心とした収益管理の強化や原価低減活動に全社を

挙げて取り組んだ結果、売上総利益率は41.2％(前年同四半期比0.3ポイント改善)となり、営業損失は１億22百万円

(前年同四半期は営業損失３億21百万円)、経常損失は82百万円(前年同四半期は経常損失２億40百万円)となりまし

た。親会社株主に帰属する四半期純損失におきましては、過年度法人税等を計上した結果、２億19百万円(前年同四

半期は親会社株主に帰属する四半期純損失２億８百万円)となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 日本

日本国内におきましては、政府による積極的な経済政策や金融政策などを背景に、円安や株価上昇などが続き、

企業収益の改善など景気は緩やかながら回復基調で推移しましたが、円安による原材料価格の高騰など依然とし

て予断を許さない状況にあります。その中で、当社はオフィス市場や医療・福祉施設向けの営業活動、新築工事

などの設計織込活動を強化し、お客様のニーズに合った提案やサービスの提供を行うことに重点をおき活動いた

しました。オフィス市場におきましては、特に首都圏のオフィス移転工事などを狙いとした提案営業活動や、新

築工事などの設計織込活動を強化した結果、売上高は前年同四半期と比較し3.1％の伸張となりました。医療・福

祉施設向けの活動におきましては、期首受注残が低下したことが影響し、売上高は前年同四半期と比較し12.2％

減少となりましたが、受注高におきましては、エンドユーザーや設計事務所に対しての設計織込活動を計画通り

進めた結果、前年同四半期と比較し2.5％伸張しました。その他には、工場市場における営業活動が好調に推移

し、売上高は前年同四半期と比較し44.8％の伸張となりました。その結果、当セグメントの売上高は61億76百万

円(前年同四半期比5.1％増)となり、営業利益は12百万円(前年同四半期は営業損失２億85百万円)となりました。

② 中国

中国国内におきましては、格満林(南京)実業有限公司の譲渡に伴い、生産や営業などの機能を格満林(南京)新

型建材科技有限公司に移管することなどにより、体制を整備してまいりました。新工場建設及び稼動の準備を進

めながら営業活動を行った結果、売上高は１億52百万円(前年同四半期比15.8％減)となりました。受注高におき

ましては、以前より活動を続けてきたコンピュータールーム市場と病院市場を中心に積極的に活動した結果、前

年同四半期と比較し83.5％の伸張となりました。損益面については、新工場の稼動準備に係る経費などが増加し

た結果、営業損失は１億28百万円(前年同四半期は営業損失33百万円)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総資産は、前連結会計年度末と比較し４億81百万円減少の323億12百万円となりま

した。

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末と比較し12億63百万円減少の186億18百万円となりました。これは主に、商品及

び製品が３億26百万円、原材料及び貯蔵品が１億68百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が18億73百万円

減少したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末と比較し７億82百万円増加の136億93百万円となり
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ました。これは主に、機械装置及び運搬具が３億２百万円、建設仮勘定が４億24百万円、投資有価証券が１億円

増加したことなどによります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末と比較し94百万円減少の58億64百万円となりました。これは主に、短期借入金

が１億93百万円増加しましたが、未払法人税等が４億68百万円、賞与引当金が２億32百万円減少したことなどに

よります。固定負債は、前連結会計年度末と比較し１億18百万円減少の48億円となりました。これは主に、長期

借入金が１億29百万円減少したことなどによります。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末と比較し２億68百万円減少の216億47百万円となりました。これは主に、利益

剰余金が３億61百万円減少したことなどによります。自己資本比率は、前連結会計年度末と比較し0.2ポイント上

昇の67.0％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

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予測につきましては、当第１四半期連結累計期間は、ほぼ計画通りの状

況であり平成27年４月30日に発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

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

(税金費用の計算)

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。ただし、当該見積実効税率

を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によって

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。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。)などを、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、四半期純利益など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。

企業結合会計基準などの適用については、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。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（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 7,311 7,356

受取手形及び売掛金 9,646 7,772

商品及び製品 913 1,239

仕掛品 92 102

原材料及び貯蔵品 856 1,025

繰延税金資産 300 291

その他 807 876

貸倒引当金 △45 △45

流動資産合計 19,882 18,618

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,230 2,193

機械装置及び運搬具（純額） 878 1,180

土地 3,426 3,426

建設仮勘定 1,813 2,238

その他（純額） 132 128

有形固定資産合計 8,480 9,168

無形固定資産

その他 692 718

無形固定資産合計 692 718

投資その他の資産

投資有価証券 2,108 2,209

長期貸付金 53 51

繰延税金資産 569 534

その他 1,040 1,044

貸倒引当金 △33 △33

投資その他の資産合計 3,737 3,806

固定資産合計 12,911 13,693

資産合計 32,793 32,312
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,861 1,943

短期借入金 535 729

未払法人税等 571 102

賞与引当金 636 404

役員賞与引当金 24 16

その他 2,328 2,667

流動負債合計 5,958 5,864

固定負債

長期借入金 1,407 1,277

再評価に係る繰延税金負債 348 348

退職給付に係る負債 2,879 2,892

その他 284 282

固定負債合計 4,919 4,800

負債合計 10,877 10,664

純資産の部

株主資本

資本金 7,121 7,121

資本剰余金 7,412 7,412

利益剰余金 7,129 6,767

自己株式 △948 △948

株主資本合計 20,715 20,353

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 585 653

土地再評価差額金 313 313

為替換算調整勘定 354 373

退職給付に係る調整累計額 △51 △46

その他の包括利益累計額合計 1,201 1,293

純資産合計 21,916 21,647

負債純資産合計 32,793 32,312
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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：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 6,055 6,329

売上原価 3,581 3,722

売上総利益 2,474 2,606

販売費及び一般管理費 2,795 2,729

営業損失（△） △321 △122

営業外収益

受取利息 8 0

受取配当金 16 18

為替差益 7 17

受取賃貸料 4 4

貸倒引当金戻入額 42 －

その他 21 16

営業外収益合計 100 56

営業外費用

支払利息 5 5

持分法による投資損失 0 0

売上割引 6 5

減価償却費 3 3

その他 2 2

営業外費用合計 18 16

経常損失（△） △240 △82

特別損失

固定資産除却損 4 0

特別損失合計 4 0

税金等調整前四半期純損失（△） △245 △82

法人税等 △36 64

過年度法人税等 － 71

四半期純損失（△） △208 △219

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △208 △219
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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：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)

四半期純損失（△） △208 △219

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13 68

為替換算調整勘定 △113 19

退職給付に係る調整額 13 4

その他の包括利益合計 △85 92

四半期包括利益 △293 △126

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △293 △126

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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）

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較し著しい変動がありません。

５．補足情報

（１）受注及び販売の状況

① 受注実績

当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

日本 7,845 108.6 9,725 117.1

中国 292 183.5 1,159 79.3

合計 8,137 110.2 10,884 111.5

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

② 販売実績

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

日本 6,176 105.1

中国 152 84.2

合計 6,329 104.5

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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