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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 2,223 3.0 △76 ― △51 ― △42 ―

27年３月期第１四半期 2,157 2.9 △105 ― △104 ― △44 ―

(注) 包括利益 28年３月期第１四半期 △16百万円 (38.6％) 27年３月期第１四半期 △42百万円 ( ―％)
　

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 △9.22 ―

27年３月期第１四半期 △9.46 ―
　

（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 13,289 9,357 70.4

27年３月期 13,580 9,406 69.3

(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 9,357 百万円 27年３月期 9,406 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 ― 0.00 ― 8.00 8.00

28年３月期 ―

28年３月期(予想) 0.00 　― 8.00 8.00
(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) 4,800 5.6 △20 ― 20 ― 10 ― 2.15

通期 10,150 8.1 120 ― 120 146.8 120 835.0 25.75
(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

　 (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

（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

（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 5,000,000株 27年３月期 5,000,000株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ 340,536株 27年３月期 340,018株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 46,959,464株 27年３月期１Ｑ 4,660,015株

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品

取引法に基づく財務諸表の監査手続き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、添付資料３ページ「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、政府の経済政策や日銀の金融緩和等により輸出企業を中心と

した企業業績の回復や雇用環境の改善が続く中、個人消費の持ち直しやインバウンド需要の拡大等を背景として、

足取りは重いものの緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、中国経済の減速懸念や米国の利上げに対す

る警戒感等により、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループとしましては、如何なる環境変化にも対応して、持続的発展を遂げられる

よう、全力を使って付加価値を創出する、を基本方針に、品質の向上、原価低減、人材の適正配置を運営方針に掲

げ、全社一丸となってその実践に当たってまいりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高は22億23百万円（前年同四半期

比103.0％）となりました。利益面におきましては、コストの削減に取り組みましたが、営業損失76百万円（前年

同四半期は営業損失１億５百万円）、経常損失51百万円（前年同四半期は経常損失１億４百万円）となりました。

なお、親会社株主に帰属する四半期純損失は、42百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失44

百万円）となりました。

　
セグメントの業績は次のとおりであります。

環境・エネルギー資材

環境資材については、耐熱フィルターを中心に環境資材関連の受注が引き続き堅調に推移しました。また、エネ

ルギー資材については、市況の回復の遅れ等によりやや軟調に推移しました。その結果、環境・エネルギー資材事

業では、売上高は４億39百万円（前年同四半期比104.8％）セグメント利益は18百万円（前年同四半期比63.6％）

となりました。

　
工業資材

工業資材については、OA機器用、各種産業用資材ともに、販売は好調に推移しました。その結果、工業資材事業

では、売上高は８億７百万円（前年同四半期比114.4％）セグメント利益は88百万円（前年同四半期比120.5％）と

なりました。

　
建装・自動車資材

建装資材については、展示会等の各種カーペットの受注を中心に堅調に推移しました。また、自動車資材につい

ても、受注は安定しておりますが自動車メーカーの海外シフト等により販売は軟調に推移しました。その結果、建

装・自動車資材事業では、売上高は８億51百万円（前年同四半期比93.0％）セグメント利益は40百万円（前年同四

半期比47.8％）となりました。

　
その他

その他事業については、電気資材、衣料資材、帽子帽材等ともに、販売ルートの強化及び新規市場の開拓に取組

み、販売は堅調に推移しました。その結果、その他事業では、売上高は１億24百万円（前年同四半期比106.6％）

セグメント利益は４百万円（前年同四半期比31.3％）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

資産・負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産が132億89百万円と前連結会計年度末に

比べて２億90百万円の減少となりました。これは主に、電子記録債権が75百万円、商品及び製品が44百万円、原材

料及び貯蔵品が98百万円増加し、現金及び預金が３億44百万円、受取手形及び売掛金が１億79百万円減少したこと

によるものであります。

　負債の部は、39億32百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億41百万円減少となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が70百万円、賞与引当金が63百万円、流動負債のその他が62百万円、長期借入金（１年内返済予

定含む）が47百万円減少したことによるものであります。

純資産の部は、93億57百万円となり、前連結会計年度末に比べて49百万円減少となりました。これは主に、その

他有価証券評価差額金が25百万円増加し、利益剰余金が75百万円減少したことによるものであります。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成27年５月19日に発表しました通り変更はありません。

なお、業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性が含まれてお

ります。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の予想とは異なることがあります。

　

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

当第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため三和氈子香港有限公司を連結の範囲に含めております。

　

（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

「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。

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：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 2,293,179 1,948,418

受取手形及び売掛金 2,896,841 2,816,676

電子記録債権 459,388 435,842

商品及び製品 1,286,311 1,330,747

仕掛品 335,717 356,574

原材料及び貯蔵品 541,013 639,412

繰延税金資産 95,597 111,301

その他 116,537 117,788

貸倒引当金 △6,044 △6,398

流動資産合計 8,018,541 7,750,362

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,185,799 3,186,922

減価償却累計額 △1,652,168 △1,674,024

建物及び構築物（純額） 1,533,631 1,512,897

機械装置及び運搬具 6,120,134 6,134,848

減価償却累計額 △5,456,834 △5,498,869

機械装置及び運搬具（純額） 663,300 635,979

土地 1,619,435 1,617,800

建設仮勘定 2,810 5,317

その他 456,137 470,586

減価償却累計額 △255,744 △264,791

その他（純額） 200,393 205,794

有形固定資産合計 4,019,570 3,977,790

無形固定資産

のれん 52,878 46,268

ソフトウエア 131,463 125,849

その他 30,791 29,339

無形固定資産合計 215,134 201,456

投資その他の資産

投資有価証券 1,151,193 1,189,624

繰延税金資産 83,647 78,448

その他 138,065 129,769

貸倒引当金 △45,600 △37,729

投資その他の資産合計 1,327,306 1,360,112

固定資産合計 5,562,010 5,539,360

資産合計 13,580,552 13,289,722
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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 1,628,343 1,557,357

短期借入金 350,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 189,392 164,392

未払法人税等 47,282 22,656

未払費用 107,777 116,034

賞与引当金 150,005 86,371

その他 292,801 230,098

流動負債合計 2,765,602 2,526,911

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 541,232 518,884

退職給付に係る負債 475,653 483,566

その他 291,331 302,782

固定負債合計 1,408,217 1,405,232

負債合計 4,173,820 3,932,143

純資産の部

株主資本

資本金 1,716,300 1,716,300

資本剰余金 1,599,813 1,599,813

利益剰余金 5,977,876 5,902,312

自己株式 △222,092 △222,392

株主資本合計 9,071,896 8,996,033

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 216,392 241,937

為替換算調整勘定 149,453 148,326

退職給付に係る調整累計額 △31,010 △28,718

その他の包括利益累計額合計 334,835 361,545

純資産合計 9,406,732 9,357,579

負債純資産合計 13,580,552 13,289,722
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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 2,157,954 2,223,132

売上原価 1,755,548 1,791,677

売上総利益 402,405 431,455

販売費及び一般管理費 507,747 507,519

営業損失（△） △105,341 △76,063

営業外収益

受取利息 2,068 1,507

受取配当金 4,898 5,289

不動産賃貸料 19,793 20,163

その他 3,650 8,040

営業外収益合計 30,410 35,001

営業外費用

支払利息 5,638 5,521

売上割引 2,036 2,896

不動産賃貸原価 1,861 2,027

為替差損 19,814 -

その他 520 -

営業外費用合計 29,871 10,445

経常損失（△） △104,802 △51,507

特別損失

固定資産除却損 90 -

特別損失合計 90 -

税金等調整前四半期純損失（△） △104,893 △51,507

法人税、住民税及び事業税 14,389 16,350

法人税等調整額 △75,183 △24,902

法人税等合計 △60,794 △8,551

四半期純損失（△） △44,098 △42,956

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △44,098 △42,956
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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)

四半期純損失（△） △44,098 △42,956

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 14,316 25,544

為替換算調整勘定 △14,192 △1,126

退職給付に係る調整額 1,870 2,292

その他の包括利益合計 1,995 26,710

四半期包括利益 △42,103 △16,245

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △42,103 △16,245

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）

　該当事項はありません。

　

決算短信 （宝印刷）  2015年08月12日 13時11分 10ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）


