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1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年6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 ％

29年3月期第1四半期 5,869 △3.8 24 ― 100 △60.4 57 △69.3
28年3月期第1四半期 6,102 △8.3 △24 ― 254 △9.9 186 △4.4

（注）包括利益 29年3月期第1四半期 △218百万円 （―％） 28年3月期第1四半期 370百万円 （△19.4％）

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

29年3月期第1四半期 1.18 ―
28年3月期第1四半期 3.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第1四半期 59,959 43,788 68.5
28年3月期 62,862 44,152 65.8
（参考）自己資本 29年3月期第1四半期 41,059百万円 28年3月期 41,393百万円

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29年3月期の第2四半期末以降の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

28年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
29年3月期 ―
29年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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）

（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

第2四半期(累計) 12,490 1.5 80 ― 210 75.0 130 51.2 2.69
通期 27,240 3.9 600 125.6 900 14.2 620 36.9 12.81



(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） 29年3月期1Q 51,755,478 株 28年3月期 51,755,478 株
② 期末自己株式数 29年3月期1Q 3,354,239 株 28年3月期 3,354,234 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期1Q 48,401,242 株 28年3月期1Q 48,402,150 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、民間設備投資や公共投資が低迷し、個人消費も盛り上がりに

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。また、本年１月以降の急激な円高進行及び英国のＥＵ

離脱問題等を受け、景気の先行きは予断を許さない状況となっております。

　線材加工製品業界におきましては、土木建築分野及び電力通信分野の需要低迷に加え、獣害防護柵に関する公共

予算の一層の縮小等により、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、当社グループは収益改善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

売数量は前年同期並みとなったものの、品種構成悪化による販売価格の低下により、当第１四半期連結累計期間の

売上高は5,869百万円と前年同期に比べ232百万円（△3.8％）の減収となりました。

　利益面におきましては、販売面の要素に加え、前年度までの設備投資により減価償却費が増加したものの、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要因により、営業利益は24百万円と前年同期に比べ49百万円

（前年同期は24百万円の営業損失）の増益になりました。一方、受取配当金及び有価証券売却益が減少したことに

より、経常利益は100百万円と前年同期に比べ154百万（△60.4％）の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は

57百万円と前年同期に比べ129百万円（△69.3%）の減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は59,959百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,903百万円の減少となり

ました。流動資産は26,771百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,083百万円の減少となりました。これは主に現

金及び預金の減少によるものです。固定資産は33,187百万円となり、前連結会計年度末に比べ819百万円の減少とな

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１四半期連結会計期間末の負債合計は16,170百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,539百万円の減少とな

りました。流動負債は9,860百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,465百万円の減少となりました。これは主に1

年内返済予定の長期借入金の減少によるものです。固定負債は6,310百万円となり、前連結会計年度末に比べ73百万

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１四半期連結会計期間末の純資産合計は43,788百万円となり、前連結会計年度末に比べ364百万円の減少とな

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68.5％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29年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成28年７月29日公表の

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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

（会計方針の変更）

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に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

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、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,401,278 8,806,847

受取手形及び売掛金 7,699,607 6,891,990

電子記録債権 1,651,415 1,434,391

有価証券 501,468 706,028

製品 5,276,240 5,568,023

仕掛品 984,841 952,202

原材料及び貯蔵品 2,083,795 2,075,274

繰延税金資産 101,040 101,242

その他 231,630 239,493

貸倒引当金 △75,676 △3,656

流動資産合計 28,855,640 26,771,837

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,470,212 4,444,168

機械装置及び運搬具（純額） 4,491,098 4,344,206

土地 9,110,955 9,110,955

建設仮勘定 50,677 23,257

その他（純額） 124,053 117,861

有形固定資産合計 18,246,997 18,040,448

無形固定資産

ソフトウエア 868,081 815,874

ソフトウエア仮勘定 9,480 9,480

その他 5,262 5,148

無形固定資産合計 882,824 830,502

投資その他の資産

投資有価証券 12,680,518 11,967,733

長期貸付金 497,027 453,944

退職給付に係る資産 144,318 125,629

繰延税金資産 110,869 203,956

破産更生債権等 - 176,167

その他 1,473,109 1,481,581

貸倒引当金 △28,862 △92,481

投資その他の資産合計 14,876,981 14,316,530

固定資産合計 34,006,803 33,187,482

資産合計 62,862,443 59,959,319
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,914,362 2,600,553

電子記録債務 2,084,587 1,960,013

短期借入金 2,438,882 2,643,388

1年内返済予定の長期借入金 3,352,000 1,131,000

未払金 624,055 944,022

未払法人税等 163,830 54,978

賞与引当金 204,338 57,619

その他 543,329 468,503

流動負債合計 12,325,387 9,860,079

固定負債

長期借入金 3,469,000 3,387,000

繰延税金負債 982,641 971,824

役員退職慰労引当金 117,295 124,354

退職給付に係る負債 1,765,853 1,777,846

その他 49,895 49,895

固定負債合計 6,384,685 6,310,920

負債合計 18,710,073 16,170,999

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 20,098,300 20,010,416

自己株式 △1,020,490 △1,020,491

株主資本合計 40,685,929 40,598,044

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 561,986 325,802

為替換算調整勘定 323,462 304,138

退職給付に係る調整累計額 △177,754 △168,753

その他の包括利益累計額合計 707,694 461,187

非支配株主持分 2,758,746 2,729,087

純資産合計 44,152,370 43,788,319

負債純資産合計 62,862,443 59,959,319
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 6,102,671 5,869,854

売上原価 5,240,949 4,871,476

売上総利益 861,722 998,378

販売費及び一般管理費 886,666 973,977

営業利益又は営業損失（△） △24,944 24,400

営業外収益

受取利息 40,169 39,381

受取配当金 209,526 110,312

有価証券売却益 64,358 -

持分法による投資利益 - 2,349

受取賃貸料 7,446 8,231

雑収入 31,375 25,078

営業外収益合計 352,875 185,354

営業外費用

支払利息 22,264 20,013

有価証券売却損 - 10,927

持分法による投資損失 49,246 -

為替差損 - 59,797

雑支出 1,549 18,212

営業外費用合計 73,060 108,949

経常利益 254,870 100,804

特別利益

固定資産売却益 - 8

特別利益合計 - 8

特別損失

投資有価証券評価損 3 9,319

固定資産除売却損 20 10,248

解体撤去費用 12,290 5,426

特別損失合計 12,313 24,994

税金等調整前四半期純利益 242,557 75,819

法人税等 86,181 25,391

四半期純利益 156,375 50,427

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △30,607 △6,892

親会社株主に帰属する四半期純利益 186,983 57,320
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 156,375 50,427

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 212,925 △243,364

為替換算調整勘定 38 △37,038

退職給付に係る調整額 4,121 11,563

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,111 △433

その他の包括利益合計 213,974 △269,273

四半期包括利益 370,350 △218,845

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 396,963 △189,186

非支配株主に係る四半期包括利益 △26,612 △29,658
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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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