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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業績は、売上高18,111百万円と前年同四半期比2,073百万円の減収、

営業利益は632百万円と前年同四半期比６百万円の増益、経常利益は673百万円と前年同四半期比15百万円

の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は361百万円と前年同四半期比123百万円の減益となりました。 

 

 （２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の数値は今後の

様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、平成28年５月12日に公表いたし

ました第２四半期連結業績予想及び通期業績予想につきましては、当初の予定どおり変更はありません。 

 

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） 

 税金費用については、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。 

 

 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に

関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間より適用

し、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変

更しております。 

 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への影響額はありません。 

 

  （税金費用の計算方法の変更） 

 従来、税金費用については、原則的な方法により計算しておりましたが、当社グループの四半期決算業務

の一層の効率化を図るため、当第１四半期連結会計期間より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する方法

に変更しております。 

 なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。 

 

 （４）追加情報 

  （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を

当第１四半期連結会計期間から適用しております。 
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）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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