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（百万円未満切捨て）

1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年9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2四半期 5,102 △5.6 369 21.2 425 8.6 268 23.1
28年3月期第2四半期 5,402 △2.9 304 △29.0 392 △24.9 218 △38.9

（注）包括利益 29年3月期第2四半期 △1,226百万円 （―％） 28年3月期第2四半期 109百万円 （△84.7％）

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2四半期 23.11 ―
28年3月期第2四半期 18.62 ―

(2) 連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

29年3月期第2四半期 29,992 28,149 93.9 2,420.80
28年3月期 31,383 29,473 93.9 2,529.69
（参考）自己資本 29年3月期第2四半期 28,149百万円 28年3月期 29,473百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
29年3月期 ― 6.00
29年3月期（予想） ― ― ―

（注）当期の配当については未定であり、配当予想額の開示が可能となった時点で開示する予定であります。

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、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 10,700 △0.4 540 64.6 660 1.9 400 28.1 34.37

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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（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
（注）詳細は添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(1)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２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(1)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。

(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2Q 13,079,525 株 28年3月期 13,079,525 株
② 期末自己株式数 29年3月期2Q 1,451,165 株 28年3月期 1,428,513 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期2Q 11,638,684 株 28年3月期2Q 11,740,523 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予測等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報および合理的と判断した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業況の変化など、経済情勢の変動等に関わるリスクや不確定性により予想と大きくかけ離れた
結果となる可能性があります。
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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2四半期連結累計期間における世界経済は、米国においては個人消費を中心に堅調に推移し、欧州では

緩やかな回復が継続しましたが、中国など新興国で成長の鈍化が続いたほか、英国のＥＵ離脱が決定された

ことなどもあり、先行きの不透明感が強まりました。一方、わが国経済は、雇用環境の改善が続いたものの、

個人消費の低迷や円高の進行などにより、「踊り場」局面が継続しました。 

 このような経済情勢の下で、当社グループは既存の電機市場に加え、自動車ビジネスをはじめとした、新

たな柱となる事業基盤の整備強化に注力してまいりました。しかしながら、円高の進展に伴う、外貨建て売

上高の円換算額減少などにより、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は51億２百万円（前年

同期比5.6％減）となりました。一方、利益につきましては、売上原価の低減や販売費及び一般管理費の削減

により営業利益は３億６千９百万円（前年同期比21.2％増）、経常利益は４億２千５百万円（前年同期比8.6％

増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億６千８百万円（前年同期比23.1％増）と、それぞれ増益とな

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 

 売上高につきましては、円高の進行による減収が当初予想以上に大きいことから、通期で107億円に修正い

たします。 

利益につきましては、経費削減努力が実を結び、販売費及び一般管理費が減少していることから、通期で

営業利益５億４千万円、経常利益６億６千万円、親会社株主に帰属する当期純利益４億円に修正いたします。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1）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２四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。 

(2）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）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以降に取

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。 

     当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
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４．四半期連結財務諸表

(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２四半期連結会計期間 
(平成28年９月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 12,269,898 11,687,801 

受取手形及び売掛金 2,591,332 2,390,259 

電子記録債権 191,542 276,239 

有価証券 6,257,330 5,999,886 

商品及び製品 595,079 541,670 

仕掛品 106,246 90,060 

原材料及び貯蔵品 141,499 141,129 

その他 323,076 354,649 

貸倒引当金 △3,006 △2,685 

流動資産合計 22,472,997 21,479,011 

固定資産 

有形固定資産 

土地 3,373,648 3,369,308 

その他（純額） 2,998,672 2,823,329 

有形固定資産合計 6,372,320 6,192,638 

無形固定資産 

その他 606,106 537,337 

無形固定資産合計 606,106 537,337 

投資その他の資産 

投資有価証券 570,503 526,911 

その他 1,379,843 1,275,377 

貸倒引当金 △18,230 △18,790 

投資その他の資産合計 1,932,116 1,783,497 

固定資産合計 8,910,543 8,513,473 

資産合計 31,383,541 29,992,484 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 561,708 499,254 

未払法人税等 76,290 136,706 

賞与引当金 188,990 193,053 

その他 498,156 330,120 

流動負債合計 1,325,145 1,159,135 

固定負債 

退職給付に係る負債 371,732 339,413 

長期未払金 82,650 83,411 

その他 130,512 260,610 

固定負債合計 584,894 683,435 

負債合計 1,910,040 1,842,571 
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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２四半期連結会計期間 
(平成28年９月30日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,770,000 2,770,000 

資本剰余金 3,915,130 3,915,130 

利益剰余金 23,834,467 24,033,558 

自己株式 △1,841,976 △1,869,407 

株主資本合計 28,677,621 28,849,281 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 302,569 271,991 

為替換算調整勘定 493,310 △971,358 

その他の包括利益累計額合計 795,880 △699,367 

純資産合計 29,473,501 28,149,913 

負債純資産合計 31,383,541 29,992,484 
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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２四半期連結累計期間）

（単位：千円） 

前第２四半期連結累計期間 
(自　平成27年４月１日 

　至　平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自　平成28年４月１日 

　至　平成28年９月30日) 

売上高 5,402,149 5,102,153 

売上原価 2,713,449 2,571,079 

売上総利益 2,688,700 2,531,073 

販売費及び一般管理費 2,384,014 2,161,857 

営業利益 304,686 369,216 

営業外収益 

受取利息 52,272 38,841 

受取配当金 3,292 4,664 

不動産賃貸料 18,132 17,344 

為替差益 3,552 － 

その他 20,491 20,453 

営業外収益合計 97,740 81,304 

営業外費用 

支払利息 478 43 

為替差損 － 14,893 

売上割引 1,026 1,308 

賃貸収入原価 3,433 3,331 

その他 5,423 5,025 

営業外費用合計 10,362 24,602 

経常利益 392,064 425,917 

特別利益 

固定資産売却益 0 0 

特別利益合計 0 0 

特別損失 

固定資産売却損 19 － 

固定資産除却損 2,461 219 

特別損失合計 2,481 219 

税金等調整前四半期純利益 389,583 425,698 

法人税等 170,981 156,701 

四半期純利益 218,601 268,997 

親会社株主に帰属する四半期純利益 218,601 268,997 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円） 

前第２四半期連結累計期間 
(自　平成27年４月１日 

　至　平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自　平成28年４月１日 

　至　平成28年９月30日) 

四半期純利益 218,601 268,997 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 15,714 △30,578 

為替換算調整勘定 △124,509 △1,464,669 

その他の包括利益合計 △108,795 △1,495,247 

四半期包括利益 109,806 △1,226,250 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 109,806 △1,226,250 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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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。 

以上 
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