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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年12月31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３四半期 12,287 △5.8 892 △18.7 851 △20.2 549 △19.8

27年３月期第３四半期 13,046 5.0 1,098 3.2 1,066 2.5 684 10.5
(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 393百万円(△50.7％) 27年３月期第３四半期 797百万円( 6.5％)
　

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３四半期 67.51 66.95

27年３月期第３四半期 84.14 83.56
　

（注）当社は、平成27年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連
結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益を算定しております。
（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３四半期 14,787 9,859 65.0

27年３月期 15,192 9,573 61.4
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 9,619百万円 27年３月期 9,331百万円

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 ― 15.00 15.00

28年３月期 ― 0.00 ―

28年３月期(予想) 18.00 18.00
(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、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 17,700 △0.8 1,440 △4.7 1,400 △7.2 910 △18.3 111.81
(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 ： 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３Ｑ 8,745,408株 27年３月期 8,745,408株

② 期末自己株式数 28年３月期３Ｑ 606,786株 27年３月期 606,786株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期３Ｑ 8,138,622株 27年３月期３Ｑ 8,138,622株

　
（注）当社は、平成27年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前
連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、発行済株式数（普通株式）を算定しております。

　

※ 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
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

第３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府による経済政策や金融緩和政策を受けて、企業収益や雇用

情勢の改善など、景気は穏やかな回復基調となりました。一方、個人消費の回復の遅れや中国をはじめとするアジ

ア新興国においては不安定な経済環境のもとで推移しており、依然として先行きは不透明な状況が続きました。

当社グループが関連する建設市場におきましては、前期第１四半期まで続いた消費増税に伴う駆け込み需要の反

動減や建設現場での人手不足による工期の遅れ、また太陽光関連市場の縮小等により商流に停滞感が生じました。

この結果、第３四半期連結累計期間の売上高は12,287百万円（前年同四半期比5.8％減）、営業利益892百万円（同

18.7％減）、経常利益851百万円（同20.2％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は549百万円（同19.8％減）と

なりました。

各セグメントの業績は以下のとおりであります。

第１四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、当第３四半期連

結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。

①ファスニング事業

公共事業等の需要が減少したほか、太陽光関連市場の縮小等による影響を受け、当社主力製品である金属系・

接着系あと施工アンカーの販売が低調に推移いたしました。

この結果、当セグメントの売上高は9,243百万円（前年同四半期比7.0％減）、セグメント利益は1,201百万円

（同13.8％減）となりました。

②機能材事業

電動油圧工具関連は、円安の影響により海外販売は好調に推移いたしましたが、国内販売は微減となりました。

また、電子基板関連やアルコール測定器の販売は好調に推移いたしましたが、FRPシート関連の販売は減少となり

ました。

　この結果、当セグメントの売上高は3,044百万円（同2.2％減）、セグメント利益は380百万円（同10.5％減）と

なりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より404百万円減少して14,787百万円となりまし

た。これは主として現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少した一方、たな卸資産が増加したことによるもの

であります。

負債の合計は前連結会計年度末より690百万円減少して4,927百万円となりました。これは主として短期借入金、

長期借入金が減少したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末より285百万円増加して9,859百万円となりました。これは主として利益剰余金が

増加した一方、為替換算調整勘定が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

平成28年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成27年11月６日に公表いたしました「業績予想の修正

に関するお知らせ」から変更はありません。
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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３四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。）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３四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３四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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,681,430 1,447,883

受取手形及び売掛金 3,411,720 3,095,139

たな卸資産 2,906,050 3,128,308

その他 644,175 646,291

貸倒引当金 △3,107 △2,885

流動資産合計 8,640,269 8,314,738

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,407,538 1,365,881

土地 3,082,963 3,148,838

その他（純額） 815,332 745,076

有形固定資産合計 5,305,834 5,259,796

無形固定資産 61,566 53,626

投資その他の資産 1,184,890 1,159,472

固定資産合計 6,552,290 6,472,895

資産合計 15,192,559 14,787,634

負債の部

流動負債

買掛金 1,157,380 1,097,003

短期借入金 1,554,996 1,359,163

未払法人税等 155,549 118,599

賞与引当金 122,306 138,535

その他 620,464 396,976

流動負債合計 3,610,697 3,110,277

固定負債

長期借入金 720,006 572,509

役員退職慰労引当金 36,641 14,899

退職給付に係る負債 1,021,019 1,008,965

その他 230,376 221,281

固定負債合計 2,008,042 1,817,654

負債合計 5,618,739 4,927,931

純資産の部

株主資本

資本金 768,590 768,590

資本剰余金 581,191 581,191

利益剰余金 7,903,131 8,330,451

自己株式 △244,385 △244,385

株主資本合計 9,008,528 9,435,848

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 35,410 42,077

為替換算調整勘定 287,569 141,428

その他の包括利益累計額合計 322,979 183,506

新株予約権 33,522 48,278

非支配株主持分 208,789 192,069

純資産合計 9,573,819 9,859,702

負債純資産合計 15,192,559 14,787,634
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 13,046,647 12,287,708

売上原価 8,915,493 8,369,316

売上総利益 4,131,153 3,918,391

販売費及び一般管理費 3,033,117 3,025,416

営業利益 1,098,035 892,975

営業外収益

受取利息 4,704 3,534

受取配当金 3,612 4,124

仕入割引 34,480 31,363

投資不動産賃貸料 23,481 23,694

持分法による投資利益 669 -

その他 21,083 23,485

営業外収益合計 88,032 86,203

営業外費用

支払利息 9,398 6,316

売上割引 90,635 90,931

持分法による投資損失 - 195

その他 19,335 30,290

営業外費用合計 119,370 127,734

経常利益 1,066,698 851,444

特別利益

固定資産売却益 - 838

投資有価証券売却益 20,773 286

特別利益合計 20,773 1,124

特別損失

固定資産除却損 12,120 16,531

特別損失合計 12,120 16,531

税金等調整前四半期純利益 1,075,350 836,037

法人税等 388,382 283,388

四半期純利益 686,967 552,649

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,164 3,250

親会社株主に帰属する四半期純利益 684,802 549,399
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 686,967 552,649

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 14,347 6,666

為替換算調整勘定 96,297 △166,080

その他の包括利益合計 110,645 △159,413

四半期包括利益 797,612 393,235

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 785,812 409,925

非支配株主に係る四半期包括利益 11,799 △16,689
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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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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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

合計
調整額
(注１)

四半期連結損益
計 算 書 計 上 額

（注２）ファスニング
事業

機能材事業

売上高

外部顧客への売上高 9,934,728 3,111,919 13,046,647 ― 13,046,647

セグメント間の内部売上高
又は振替高

110,914 273,419 384,334 △384,334 ―

計 10,045,642 3,385,339 13,430,981 △384,334 13,046,647

セグメント利益 1,393,534 424,846 1,818,381 △720,345 1,098,035

(注) １．セグメント利益の調整額△720,345千円には、セグメント間取引消去△1,762千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△718,583千円が含まれております。

２．セグメント利益は、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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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
合計

調整額
(注１)

四半期連結損益
計 算 書 計 上 額

（注２）ファスニング
事業

機能材事業

売上高

外部顧客への売上高 9,243,235 3,044,473 12,287,708 ― 12,287,708

セグメント間の内部売上高
又は振替高

76,363 204,162 280,526 △280,526 ―

計 9,319,599 3,248,636 12,568,235 △280,526 12,287,708

セグメント利益 1,201,119 380,310 1,581,429 △688,454 892,975

(注) １．セグメント利益の調整額△688,454千円には、セグメント間取引消去13,327千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△701,781千円が含まれております。

２．セグメント利益は、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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、当社グループは組織体制の変更により、従来の報告セグメント「ファスニング

事業」、「リニューアル事業」、「センサー事業」の３区分を「ファスニング事業」、「機能材事業」の２区分に変更

し、併せて全社費用の配分方法についても見直し、セグメント調整額に含めることといたしました。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分に組み替えて作成しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

決算短信 （宝印刷）  2016年02月10日 08時59分 10ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）


