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(百万円未満切捨て)

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）

（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 6,503 3.2 120 △56.1 121 △57.5 96 △37.3

28年３月期第１四半期 6,304 △1.1 274 20.6 286 4.0 153 △16.5
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 △37百万円( －％) 28年３月期第１四半期 192百万円(△35.5％)
　

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

29年３月期第１四半期 4.30 －

28年３月期第１四半期 6.86 －
　

　

（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 ％

29年３月期第１四半期 22,614 12,012 52.9

28年３月期 23,305 12,274 52.5
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 11,961百万円 28年３月期 12,227百万円
　

　　

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

28年３月期 － － － 10.00 10.00

29年３月期 －

29年３月期(予想) － － 10.00 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 ： 無
　　

　

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)

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) 12,500 △1.7 200 △27.8 100 △54.1 30 △25.7 1.34

通期 26,500 1.5 630 58.6 550 141.5 450 112.5 20.08
(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 ： 有
　

(注)詳細は、添付資料P.3「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
　　

（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) 29年３月期１Ｑ 22,558,063株 28年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 152,016株 28年３月期 152,016株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 22,406,047株 28年３月期１Ｑ 22,406,269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、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財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 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。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P.2「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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境は改善しているものの、個人消費の改善に足踏みが

見られたほか、為替の不安定な動き、中国経済の減速、英国のＥＵ離脱問題など先行き不透明な状況で推移いたし

ました。

　このような状況下におきまして、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前第３四半期連結会計期間から日輪鋼

業株式会社を連結の範囲に含めたことなどにより、65億3百万円と前年同四半期比3.2％増加いたしましたが、営業

利益につきましては1億2千万円と前年同四半期比56.1％減少いたしました。

　経常利益は1億2千1百万円と前年同四半期比57.5％減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても9

千6百万円と前年同四半期比37.3％の減少となりました。

　セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等の鋼材を販売しております商事部門は、

売上高は38億4千2百万円と前年同四半期比12.8％増加、セグメント利益（営業利益）は1億3千8百万円と前年同四半

期比11.4％減少となりました。

　焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鈑金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきまして

は、売上高は3億4千8百万円と前年同四半期比12.4％減少、セグメント利益（営業利益）は4千万円と前年同四半期

比24.6％減少となりました。鈑金加工品部門は、売上高は15億7千2百万円と前年同四半期比16.1％減少、セグメン

ト利益（営業利益）は1億4千6百万円と前年同四半期比44.0％減少となりました。

　また、海外事業につきましては、売上高は7億4千万円と18.5％増加、セグメント利益（営業利益）は6千万円と前

年同四半期比14.6％増加となりました。

（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財政状態

（総資産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は226億1千4百万円(前連結会計年度末は233億5百万円)となり、6億9千万円

の減少となりました。主な要因としては、電子記録債権が1億4千2百万円、商品及び製品が1億3千6百万円、建設仮

勘定が1億3千2百万円増加し、現金及び預金が6億5千5百万円、土地が1億6千万円、投資有価証券が1億2千6百万円減

少したこと等によります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債は106億1百万円(前連結会計年度末は110億3千万円)となり、4億2千8百万円の

減少となりました。主な要因としては、長期借入金が3億6千9百万円減少したこと等によります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産は120億1千2百万円(前連結会計年度末は122億7千4百万円)となり、2億6千1

百万円の減少となりました。主な要因としては、利益剰余金が1億2千7百万円、その他有価証券評価差額金が7千1百

万円、為替換算調整勘定が6千9百万円減少したこと等によります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

経営環境等を勘案して、平成28年５月13日に発表いたしました第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想を修

正いたしました。詳細は、本日（平成28年８月５日）公表いたしました「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

前連結会計年度より重要な変更はありません。

（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、当連結会計年度の税引前当期純利益及びこれ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。なお、法人税等調整額は、

法人税等に含めて表示しております。

（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、この変更に伴う当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響額は軽微であります。
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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 4,142,630 3,486,913

受取手形及び売掛金 6,183,071 6,131,783

電子記録債権 817,274 960,203

商品及び製品 2,648,919 2,785,762

仕掛品 336,913 364,718

原材料及び貯蔵品 463,316 413,776

その他 259,711 299,000

貸倒引当金 △9,111 △9,493

流動資産合計 14,842,726 14,432,664

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,479,600 1,412,061

機械装置及び運搬具（純額） 2,180,478 2,082,899

工具、器具及び備品（純額） 168,598 153,876

土地 1,979,280 1,818,627

リース資産（純額） 97,811 93,242

建設仮勘定 144,509 277,426

有形固定資産合計 6,050,278 5,838,133

無形固定資産 81,775 75,082

投資その他の資産

投資有価証券 1,559,209 1,432,779

退職給付に係る資産 105,469 110,931

その他 674,275 733,334

貸倒引当金 △8,640 △8,640

投資その他の資産合計 2,330,315 2,268,406

固定資産合計 8,462,368 8,181,622

資産合計 23,305,095 22,614,286
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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 6,156,462 6,101,894

短期借入金 1,108,439 1,145,357

未払法人税等 194,269 49,076

未払消費税等 53,048 40,620

賞与引当金 227,639 113,420

役員賞与引当金 42,000 10,500

その他 558,590 818,356

流動負債合計 8,340,449 8,279,225

固定負債

長期借入金 1,384,192 1,014,878

役員退職慰労引当金 372,188 383,776

退職給付に係る負債 731,021 737,271

その他 202,404 186,279

固定負債合計 2,689,806 2,322,204

負債合計 11,030,256 10,601,430

純資産の部

株主資本

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金 1,469,608 1,469,608

利益剰余金 8,370,329 8,242,645

自己株式 △40,534 △40,534

株主資本合計 11,648,249 11,520,565

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 410,875 339,752

為替換算調整勘定 189,949 120,084

退職給付に係る調整累計額 △21,850 △19,029

その他の包括利益累計額合計 578,974 440,808

非支配株主持分 47,614 51,482

純資産合計 12,274,838 12,012,856

負債純資産合計 23,305,095 22,614,286
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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 6,304,588 6,503,897

売上原価 5,296,411 5,597,944

売上総利益 1,008,176 905,952

販売費及び一般管理費 733,268 785,250

営業利益 274,908 120,702

営業外収益

受取利息 1,956 1,222

受取配当金 23,304 17,925

その他 11,829 10,229

営業外収益合計 37,090 29,377

営業外費用

支払利息 15,115 8,060

為替差損 10,573 19,002

その他 18 1,241

営業外費用合計 25,708 28,305

経常利益 286,290 121,775

特別利益

固定資産売却益 － 35,662

特別利益合計 － 35,662

特別損失

固定資産除却損 0 857

投資有価証券評価損 － 19,900

特別損失合計 0 20,757

税金等調整前四半期純利益 286,290 136,680

法人税等 132,199 35,464

四半期純利益 154,091 101,215

非支配株主に帰属する四半期純利益 279 4,839

親会社株主に帰属する四半期純利益 153,811 96,376
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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 154,091 101,215

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 66,246 △71,949

為替換算調整勘定 △30,451 △70,009

退職給付に係る調整額 2,985 2,821

その他の包括利益合計 38,780 △139,137

四半期包括利益 192,872 △37,921

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 192,558 △41,790

非支配株主に係る四半期包括利益 314 3,868
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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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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