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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年9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2四半期 12,311 △9.5 △133 ― 120 △73.1 86 △70.0
27年3月期第2四半期 13,606 5.8 193 △58.9 446 △49.7 288 △49.6

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 △542百万円 （―％） 27年3月期第2四半期 576百万円 （△51.5％）

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2四半期 1.79 ―
27年3月期第2四半期 5.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第2四半期 63,369 44,458 65.8
27年3月期 65,720 45,146 64.4
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 41,703百万円 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月期の期末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 ― 3.00
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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

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 26,803 △3.6 218 △69.2 687 △47.3 400 △49.4 8.26



(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2Q 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2Q 3,353,711 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2Q 48,401,985 株 27年3月期2Q 48,411,307 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、個人消費については底堅い動きとなっているものの、設備投資

の回復が遅れ気味であり、製造業の活動水準が弱く、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、建築分野の需要は当第２四半期から回復したものの、前上半期好調であった太

陽光発電関連需要が減少し、土木分野の需要も低迷するなど、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、

販売数量の減少等により、当第２四半期連結累計期間の売上高は12,311百万円と前年同期に比べ1,295百万円

（△9.5％）の減収となりました。

利益面におきましては、主原料の購入価格低下やエネルギー・コスト軽減等の好転効果はあるものの、販売面の要

素に加え、減産及び減価償却費増による固定費負担の増加、副原料の仕入単価上昇等により、営業損失は133百万円

と前年同期に比べ327百万円（前年同期は193百万円の営業利益）の減益、経常利益は120百万円と前年同期に比べ326

百万円（△73.1％）の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は86百万円と前年同期に比べ202百万円（△70.0%）

の減益となりました。

（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総資産は63,369百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,351百万円の減少となり

ました。流動資産は28,285百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,561百万円の減少となりました。これは主に現

金及び預金と受取手形及び売掛金の減少によるものです。固定資産は35,083百万円となり、前連結会計年度末に比べ

789百万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２四半期連結会計期間末の負債合計は18,910百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,663百万円の減少とな

りました。流動負債は10,812百万円となり、前連結会計年度末に比べ652百万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8,097百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,011百万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２四半期連結会計期間末の純資産合計は44,458百万円となり、前連結会計年度末に比べ687百万円の減少とな

りました。これは主にその他有価証券評価差額金の減少によるものです。この結果、自己資本比率は65.8％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月期の業績につきましては、平成27年11月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下

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

税金費用については、当第２四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

「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、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、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２四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。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会

社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記

載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は

売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載す

る方法に変更しております。

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、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２四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。
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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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,231,440 10,238,002

受取手形及び売掛金 8,199,181 7,335,539

電子記録債権 1,154,260 1,287,999

有価証券 151,297 451,847

製品 5,695,144 5,711,125

仕掛品 780,624 828,815

原材料及び貯蔵品 2,246,201 2,098,043

繰延税金資産 104,366 103,447

その他 403,659 349,050

貸倒引当金 △118,851 △118,425

流動資産合計 29,847,324 28,285,445

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,681,704 4,576,286

機械装置及び運搬具（純額） 3,450,200 3,535,886

土地 9,110,955 9,110,955

建設仮勘定 200,424 982,427

その他（純額） 106,525 140,722

有形固定資産合計 17,549,810 18,346,278

無形固定資産

ソフトウエア 228,752 122,858

ソフトウエア仮勘定 782,110 854,097

その他 5,214 5,490

無形固定資産合計 1,016,077 982,446

投資その他の資産

投資有価証券 15,289,323 13,711,233

長期貸付金 438,572 437,489

退職給付に係る資産 181,402 187,735

その他 1,427,647 1,448,167

貸倒引当金 △29,785 △29,785

投資その他の資産合計 17,307,162 15,754,840

固定資産合計 35,873,050 35,083,565

資産合計 65,720,374 63,369,011
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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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,375,717 2,747,050

電子記録債務 2,674,876 2,297,079

短期借入金 1,690,357 2,494,568

1年内返済予定の長期借入金 1,607,000 1,577,000

未払金 1,152,391 948,640

未払法人税等 301,058 117,868

賞与引当金 202,688 206,212

訴訟損失引当金 42,500 -

その他 418,558 424,192

流動負債合計 11,465,148 10,812,611

固定負債

長期借入金 6,021,000 5,261,000

繰延税金負債 1,398,919 1,127,560

役員退職慰労引当金 98,648 100,825

退職給付に係る負債 1,539,680 1,558,024

その他 50,771 50,174

固定負債合計 9,109,019 8,097,584

負債合計 20,574,168 18,910,196

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 19,876,316

自己株式 △1,020,180 △1,020,357

株主資本合計 40,522,938 40,464,078

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,497,319 932,876

為替換算調整勘定 354,832 352,112

退職給付に係る調整累計額 △50,614 △45,210

その他の包括利益累計額合計 1,801,537 1,239,779

非支配株主持分 2,821,730 2,754,957

純資産合計 45,146,205 44,458,814

負債純資産合計 65,720,374 63,369,011
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第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)

売上高 13,606,281 12,311,046

売上原価 11,632,471 10,635,565

売上総利益 1,973,810 1,675,480

販売費及び一般管理費 1,780,593 1,809,288

営業利益又は営業損失（△） 193,217 △133,807

営業外収益

受取利息 77,867 68,208

受取配当金 223,059 215,019

有価証券売却益 19,414 64,358

受取賃貸料 16,625 14,894

雑収入 74,140 34,116

営業外収益合計 411,108 396,596

営業外費用

支払利息 45,456 46,131

持分法による投資損失 91,257 80,676

雑支出 20,649 15,544

営業外費用合計 157,363 142,352

経常利益 446,961 120,435

特別利益

投資有価証券評価益 3,605 -

固定資産売却益 4,196 0

特別利益合計 7,801 0

特別損失

投資有価証券評価損 556 563

固定資産除売却損 9,712 14,475

解体撤去費用 39,429 12,714

特別損失合計 49,697 27,753

税金等調整前四半期純利益 405,065 92,683

法人税等 222,061 80,425

四半期純利益 183,003 12,258

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △105,781 △74,266

親会社株主に帰属する四半期純利益 288,785 86,524
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第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)

四半期純利益 183,003 12,258

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 409,434 △568,611

繰延ヘッジ損益 18,278 -

為替換算調整勘定 △63,048 18,006

退職給付に係る調整額 12,276 8,243

持分法適用会社に対する持分相当額 16,484 △11,902

その他の包括利益合計 393,425 △554,264

四半期包括利益 576,429 △542,006

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 694,249 △475,233

非支配株主に係る四半期包括利益 △117,820 △66,772
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 405,065 92,683

減価償却費 549,696 674,807

貸倒引当金の増減額（△は減少） △274 △426

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,859 3,523

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19,611 33,242

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △67,452 2,177

受取利息及び受取配当金 △300,926 △283,228

支払利息 45,456 46,131

持分法による投資損益（△は益） 91,257 80,676

有価証券売却損益（△は益） △19,414 △64,358

投資有価証券評価損益（△は益） △3,048 563

固定資産除売却損益（△は益） 5,515 14,474

売上債権の増減額（△は増加） 694,935 738,701

たな卸資産の増減額（△は増加） △650,954 88,628

仕入債務の増減額（△は減少） △118,468 △961,136

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,045 36,528

その他 △132,141 17,835

小計 538,043 520,824

利息及び配当金の受取額 300,550 278,551

利息の支払額 △45,650 △46,731

損害賠償金の支払額 - △42,500

法人税等の支払額 △375,982 △259,102

営業活動によるキャッシュ・フロー 416,962 451,042
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第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)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △4,500,000 △4,100,000

定期預金の払戻による収入 3,500,000 4,100,000

有価証券の売却による収入 201,500 -

投資有価証券の取得による支出 △1,683 △2,001,761

投資有価証券の売却による収入 390,940 2,409,763

有形固定資産の取得による支出 △844,762 △1,335,150

有形固定資産の売却による収入 4,531 11

無形固定資産の取得による支出 △148,886 △314,097

貸付けによる支出 △164,240 △59,470

貸付金の回収による収入 6,602 320

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,555,997 △1,300,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,123,274 792,453

長期借入れによる収入 2,100,000 -

長期借入金の返済による支出 △762,000 △790,000

自己株式の取得による支出 △1,785 △177

リース債務の返済による支出 △904 △904

配当金の支払額 △145,527 △145,563

財務活動によるキャッシュ・フロー 66,507 △144,192

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,316 95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,070,211 △993,438

現金及び現金同等物の期首残高 7,159,536 6,731,440

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

88,522 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,177,847 5,738,002
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（４）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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