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(百万円未満切捨て)
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）

（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 11,389 0.9 217 △17.4 666 24.2 553 32.6

27年３月期第２四半期 11,281 2.8 263 84.8 536 5.8 417 22.5
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 559百万円( 409.1％) 27年３月期第２四半期 109百万円(△90.4％)
　

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２四半期 38.05 －

27年３月期第２四半期 28.69 －
　　

（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２四半期 26,740 18,392 67.0

27年３月期 26,535 17,902 65.6
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 17,922百万円 27年３月期 17,422百万円
　　　

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 － 4.50 － 4.50 9.00

28年３月期 － 4.50

28年３月期(予想) － 5.50 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　
　

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)

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 24,000 2.0 610 1.4 1,410 5.9 1,090 0.8 74.92
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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２Ｑ 15,400,000株 27年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 851,245株 27年３月期 851,212株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 14,548,783株 27年３月期２Ｑ 14,548,859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ますが、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おります。

※ 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等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断で
き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２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」をご覧下さい。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調で推移する一方、生産や消費関連の景気

動向指数の低下がみられるなど、足踏み状態が続いております。世界経済におきましては、米国は引き続き好調

に推移しておりますが、欧州の債務問題や、中国をはじめとした景気の下振れリスクなど、先行き懸念も強まっ

ております。

当社グループの主要取引先であります自動車業界は、国内の普通自動車販売量が伸び悩む中、景気回復に支え

られたトラック市場は堅調に推移しております。海外では、現地調達化の傾向が強くなっておりますが、北米を

中心に好調に推移しております。また、産業機械部品につきましては、ロボット部品が底堅く推移しております。

この様な環境の下、当第２四半期連結累計期間の売上高は113億89百万円（前年同期比0.9％増加）、営業利益は

2億17百万円（前年同期比17.4％減少）、経常利益は6億66百万円（前年同期比24.2％増加）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は5億53百万円（前年同期比32.6％増加）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 可鍛事業

当セグメントにおきましては、トラック部品の需要が引き続き好調に推移しましたが、消費税増税に伴う駆

け込み需要の反動減により国内自動車販売台数が減少し、中国市場における産業機械部品の需要低迷もあり、

当社グループでは、売上高は109億94百万円（前年同期比0.8%増加）、セグメント利益（営業利益）は６億65百

万円（前年同期比1.7%減少）となりました。

② 金属家具事業

当セグメントにおきましては、通信販売による商品や、新たに投入したオフィス関連商品などが引き続き好

調に推移しましたが、仕入面で円安の影響を受けた結果、当社グループでは、売上高は３億95百万円（前年同

期比5.0%増加）、セグメント損失（営業損失）は22百万円（前年同期はセグメント損失４百万円）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の総資産は267億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億５百万円増加いたし

ました。主な要因は、商品及び製品が増加しましたが、現金及び預金の減少などにより流動資産が３億40百万円

減少したこと、また関係会社出資金及びその他（建設仮勘定など）の増加などにより固定資産が５億46百万円増

加したことによるものであります。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ２億84百万円減少し、83億47百万円となりました。主な要因は、その他

（設備関係未払金など）が増加したものの、支払手形及び買掛金の減少により流動負債が87百万円減少し、長期借

入金の減少などにより固定負債が１億97百万円減少したことによるものであります。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ４億89百万円増加し、183億92百万円となりました。主な要因は、その

他有価証券評価差額金が減少したものの、利益剰余金が増加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

平成28年３月期の連結業績予想につきましては、業績等を勘案し、平成27年５月13日に公表いたしました業績

予想を修正しております。詳しくは本日（平成27年11月11日）発表いたしました「平成28年３月期第２四半期連

結累計期間の業績予想値と実績値との差異並びに通期業績予想値の修正及び配当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

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）、「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、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。
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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 2,770,304 2,441,975

受取手形及び売掛金 4,891,596 4,892,079

電子記録債権 457,978 424,013

有価証券 483,164 482,576

商品及び製品 723,036 780,392

仕掛品 474,774 488,718

原材料及び貯蔵品 466,194 478,192

その他 329,296 267,682

流動資産合計 10,596,345 10,255,631

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,097,783 2,117,562

機械装置及び運搬具（純額） 5,485,642 5,473,690

工具、器具及び備品（純額） 510,027 510,350

その他（純額） 1,763,475 1,982,229

有形固定資産合計 9,856,929 10,083,833

無形固定資産

その他 299,401 356,436

無形固定資産合計 299,401 356,436

投資その他の資産

関係会社出資金 2,565,028 2,976,638

その他 3,285,546 3,071,181

貸倒引当金 △68,051 △3,200

投資その他の資産合計 5,782,523 6,044,620

固定資産合計 15,938,854 16,484,889

資産合計 26,535,199 26,740,521
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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 3,767,456 3,663,887

短期借入金 173,250 138,110

1年内返済予定の長期借入金 360,390 328,540

未払法人税等 62,715 82,395

賞与引当金 275,495 274,171

その他 1,408,135 1,472,874

流動負債合計 6,047,443 5,959,977

固定負債

長期借入金 983,120 825,150

役員退職慰労引当金 118,015 116,132

環境対策引当金 38,383 18,170

退職給付に係る負債 74,511 67,615

その他 1,370,811 1,360,569

固定負債合計 2,584,842 2,387,638

負債合計 8,632,285 8,347,616

純資産の部

株主資本

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,392 574,392

利益剰余金 12,807,319 13,295,548

自己株式 △282,710 △282,725

株主資本合計 14,135,001 14,623,216

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 920,091 805,941

為替換算調整勘定 1,990,009 2,154,992

退職給付に係る調整累計額 376,923 337,967

その他の包括利益累計額合計 3,287,025 3,298,901

非支配株主持分 480,887 470,787

純資産合計 17,902,914 18,392,904

負債純資産合計 26,535,199 26,740,521
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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 11,281,001 11,389,913

売上原価 10,021,654 10,164,890

売上総利益 1,259,346 1,225,022

販売費及び一般管理費 995,930 1,007,664

営業利益 263,416 217,357

営業外収益

受取利息 1,431 6,364

受取配当金 22,819 25,122

持分法による投資利益 226,088 347,421

その他 95,376 81,791

営業外収益合計 345,715 460,700

営業外費用

支払利息 10,882 9,572

為替差損 61,144 －

その他 836 2,266

営業外費用合計 72,863 11,839

経常利益 536,268 666,218

特別損失

固定資産除却損 1,992 1,126

特別損失合計 1,992 1,126

税金等調整前四半期純利益 534,275 665,091

法人税、住民税及び事業税 74,817 68,889

法人税等調整額 23,954 48,132

法人税等合計 98,771 117,022

四半期純利益 435,504 548,069

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（△）

17,979 △5,629

親会社株主に帰属する四半期純利益 417,524 553,698
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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 435,504 548,069

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 59,736 △114,520

為替換算調整勘定 △225,525 101,021

退職給付に係る調整額 △25,563 △38,956

持分法適用会社に対する持分相当額 △134,255 63,961

その他の包括利益合計 △325,607 11,505

四半期包括利益 109,896 559,575

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 91,846 565,574

非支配株主に係る四半期包括利益 18,050 △5,999
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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）

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)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２可鍛事業 金属家具事業 計

売上高

外部顧客への売上高 10,904,671 376,329 11,281,001 ― 11,281,001

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 10,904,671 376,329 11,281,001 ― 11,281,001

セグメント利益又は損失(△) 677,105 △4,898 672,206 △408,790 263,416

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△408,790千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であ

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２可鍛事業 金属家具事業 計

売上高

外部顧客への売上高 10,994,421 395,491 11,389,913 ― 11,389,913

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― 　― ― ―

計 10,994,421 395,491 11,389,913 ― 11,389,913

セグメント利益又は損失(△) 665,070 △22,035 643,035 △425,677 217,357

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△425,677千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であ

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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