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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 3,387 △8.9 58 171.8 67 116.4 0 △98.5

28年３月期第１四半期 3,715 △24.8 21 △87.2 30 △79.1 37 ―

(注)包括利益 29年３月期第１四半期 △95 百万円 ( ―％) 28年３月期第１四半期 212 百万円 ( ―％)

　

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 0.05 ―

28年３月期第１四半期 3.24 ―
　
（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 29,981 14,123 46.6

28年３月期 30,574 14,337 46.3

(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 13,961 百万円 28年３月期 14,161 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 ― 0.00 ― 10.00 10.00

29年３月期 ―

29年３月期(予想) 0.00 ― 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) 7,400 △3.3 70 68.8 10 △71.3 10 △83.9 0.86

通期 18,000 △0.8 370 △35.0 220 △57.6 250 △34.3 21.43

(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 ： 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

（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

積もりの変更・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) 29年３月期１Ｑ 12,000,000株 28年３月期 12,000,000株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 332,062株 28年３月期 332,062株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 11,667,938株 28年３月期１Ｑ 11,668,531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。なお、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四半期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

当第１四半期連結累計期間における当社グループの関連業界におきましては、電力関連では電力システム改革に

向け、設備投資の縮小やコストの削減が継続しており、通信関連・道路施設関連においても引き続き受注競争の激

化など、厳しい状況が続いております。

このような状況のなか、当社グループは、ターゲットプライスの設定による受注機会の確保ならびに不採算案件

の見直し、コストダウンの徹底による採算性の向上等に注力しましたが、売上高は33億87百万円（前年同四半期比

8.9％減）、営業利益58百万円（同171.8％増）、経常利益67百万円（同116.4％増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益０百万円（同98.5％減）となりました。

セグメントの業績は、電力・通信関連事業では、売上高20億93百万円（前年同四半期比0.9％増）、セグメント

利益２億19百万円（同42.8％増）、建築・道路関連事業では、売上高６億84百万円（同31.4％減）、セグメント損

失52百万円（前年同四半期はセグメント利益４百万円）、碍子・樹脂関連事業では、売上高６億８百万円（前年同

四半期比5.3％減）、セグメント利益９百万円（前年同四半期はセグメント損失６百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

総資産は、前連結会計年度末に比べ５億93百万円減少し、299億81百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ４億13百万円減少し、126億42百万円となりました。主な要因は現金及び

預金が４億１百万円、仕掛品が４億88百万円増加し、売上債権が13億８百万円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億79百万円減少し、173億38百万円となりました。主な要因は投資有価

証券が１億22百万円減少したことによるものです。

（負債)

負債は、前連結会計年度末に比べ３億80百万円減少し、158億57百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ２億69百万円減少し、72億88百万円となりました。主な要因は仕入債務が

６億66百万円減少したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億10百万円減少し、85億68百万円となりました。主な要因は社債が６億

50百万円増加し、長期借入金が７億47百万円減少したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億13百万円減少し、141億23百万円となりました。主な要因は利益剰余金

が１億16百万円、その他有価証券評価差額金が91百万円減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点での連結業績予想につきましては、平成28年５月13日に公表いたしました業績予想から変更はございませ

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

　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

（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）

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、当該変更により、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。

（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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３．四半期連結財務諸表

（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 3,986,439 4,388,319

受取手形及び売掛金 4,760,978 3,416,911

電子記録債権 237,651 273,621

製品 1,136,130 1,180,663

仕掛品 1,909,349 2,397,594

原材料及び貯蔵品 570,061 598,788

その他 456,607 387,572

貸倒引当金 △988 △992

流動資産合計 13,056,230 12,642,478

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,376,709 1,302,754

機械及び装置（純額） 969,296 936,487

土地 9,178,656 9,178,656

その他（純額） 156,665 226,138

有形固定資産合計 11,681,328 11,644,036

無形固定資産 204,948 198,675

投資その他の資産

投資有価証券 1,532,697 1,409,949

投資不動産（純額） 3,423,684 3,391,789

その他 700,794 718,554

貸倒引当金 △24,911 △24,386

投資その他の資産合計 5,632,264 5,495,906

固定資産合計 17,518,541 17,338,618

資産合計 30,574,771 29,981,096
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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 2,632,250 2,098,162

電子記録債務 1,633,669 1,500,835

短期借入金 1,270,000 1,215,000

1年内返済予定の長期借入金 542,104 1,242,112

1年内償還予定の社債 516,000 116,000

未払法人税等 98,236 30,335

賞与引当金 224,464 93,501

役員賞与引当金 56,240 ―

その他 585,215 992,710

流動負債合計 7,558,180 7,288,656

固定負債

社債 1,000,000 1,650,000

長期借入金 3,298,284 2,550,750

再評価に係る繰延税金負債 1,819,419 1,819,419

役員退職慰労引当金 216,656 212,635

退職給付に係る負債 2,004,330 2,003,017

その他 340,812 333,061

固定負債合計 8,679,503 8,568,883

負債合計 16,237,683 15,857,540

純資産の部

株主資本

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 30,708 30,708

利益剰余金 9,120,206 9,004,075

自己株式 △76,994 △76,994

株主資本合計 9,673,920 9,557,789

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 403,412 311,727

土地再評価差額金 4,126,395 4,126,395

退職給付に係る調整累計額 △41,745 △34,088

その他の包括利益累計額合計 4,488,062 4,404,034

非支配株主持分 175,105 161,732

純資産合計 14,337,088 14,123,556

負債純資産合計 30,574,771 29,981,096
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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 3,715,999 3,387,042

売上原価 3,147,649 2,804,784

売上総利益 568,350 582,258

販売費及び一般管理費 546,799 523,681

営業利益 21,551 58,577

営業外収益

受取利息 3,036 102

受取配当金 24,999 25,765

受取賃貸料 72,338 76,894

その他 3,523 5,017

営業外収益合計 103,898 107,779

営業外費用

支払利息 20,611 18,733

賃貸費用 57,148 53,975

借入手数料 2,639 2,763

その他 14,061 23,837

営業外費用合計 94,461 99,310

経常利益 30,988 67,046

特別利益

固定資産売却益 37,638 ―

特別利益合計 37,638 ―

特別損失

事業構造改善費用 ― 48,054

特別損失合計 ― 48,054

税金等調整前四半期純利益 68,626 18,991

法人税、住民税及び事業税 32,805 31,486

法人税等調整額 △202 △1,239

法人税等合計 32,602 30,246

四半期純利益又は四半期純損失（△） 36,023 △11,255

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,789 △11,803

親会社株主に帰属する四半期純利益 37,813 548
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 36,023 △11,255

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 171,811 △92,108

退職給付に係る調整額 4,907 7,657

その他の包括利益合計 176,719 △84,450

四半期包括利益 212,743 △95,706

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 210,753 △83,478

非支配株主に係る四半期包括利益 1,989 △12,227
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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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