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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）

(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2四半期 12,448 1.1 134 ― 306 154.4 205 138.0
28年3月期第2四半期 12,311 △9.5 △133 ― 120 △73.1 86 △70.0

（注）包括利益 29年3月期第2四半期 32百万円 （―％） 28年3月期第2四半期 △542百万円 （―％）

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2四半期 4.25 ―
28年3月期第2四半期 1.79 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第2四半期 62,039 44,039 66.6
28年3月期 62,862 44,152 65.8
（参考）自己資本 29年3月期第2四半期 41,343百万円 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月期の期末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 ― 3.00
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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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 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2Q 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2Q 3,354,422 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2Q 48,401,188 株 28年3月期2Q 48,401,985 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２四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、円高の進行が輸出関連産業を中心とする企業業績に影響を与

えるなど、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、販売面におきましては、普通線材・

鋼索・鋲螺製品の販売数量拡大により、当第２四半期連結累計期間の売上高は12,448百万円と前年同期に比べ136百

万円（1.1％）の増収となりました。

　利益面におきましては、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、主原料の仕入価格低下やエ

ネルギーコストの軽減、増産効果等の好転要因により、営業利益は134百万円と前年同期に比べ268百万円（前年同

期は133百万円の営業損失）の増益、経常利益は306百万円と前年同期に比べ185百万円（154.4％）の増益、親会社

株主に帰属する四半期純利益は205百万円と前年同期に比べ119百万円（138.0%）の増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は62,039百万円となり、前連結会計年度末に比べ823百万円の減少となりま

した。流動資産は27,076百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,778百万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34,962百万円となり、前連結会計年度末に比べ955百万円の増加となり

ました。これは主に投資有価証券の増加が有形固定資産の減少を上回ったことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は17,999百万円となり、前連結会計年度末に比べ710百万円の減少となり

ました。流動負債は9,953百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,371百万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8,045百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,660百

万円の増加となりました。これは主に長期借入金の増加によるものです。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は44,039百万円となり、前連結会計年度末に比べ112百万円の減少とな

りました。これは主にその他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の減少によるものです。この結果、自己資

本比率は66.6％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月期の通期の連結業績予想につきましては、平成28年７月29日に発表いたしました業績予想と変更あ

りません。
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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

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。

（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２四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 10,401,278 8,653,423

受取手形及び売掛金 7,699,607 7,316,079

電子記録債権 1,651,415 1,565,797

有価証券 501,468 838,732

製品 5,276,240 5,289,712

仕掛品 984,841 951,244

原材料及び貯蔵品 2,083,795 1,892,562

繰延税金資産 101,040 100,261

その他 231,630 473,161

貸倒引当金 △75,676 △4,117

流動資産合計 28,855,640 27,076,859

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,470,212 4,368,011

機械装置及び運搬具（純額） 4,491,098 4,067,915

土地 9,110,955 9,110,955

建設仮勘定 50,677 113,840

その他（純額） 124,053 112,969

有形固定資産合計 18,246,997 17,773,691

無形固定資産

ソフトウエア 868,081 772,589

ソフトウエア仮勘定 9,480 17,966

その他 5,262 5,034

無形固定資産合計 882,824 795,590

投資その他の資産

投資有価証券 12,680,518 14,343,973

長期貸付金 497,027 445,858

退職給付に係る資産 144,318 131,331

繰延税金資産 110,869 123,796

破産更生債権等 - 156,616

その他 1,473,109 1,282,604

貸倒引当金 △28,862 △91,165

投資その他の資産合計 14,876,981 16,393,013

固定資産合計 34,006,803 34,962,295

資産合計 62,862,443 62,039,155
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,914,362 2,855,031

電子記録債務 2,084,587 1,771,698

短期借入金 2,438,882 2,906,650

1年内返済予定の長期借入金 3,352,000 899,000

未払金 624,055 668,193

未払法人税等 163,830 144,221

賞与引当金 204,338 200,663

その他 543,329 508,252

流動負債合計 12,325,387 9,953,711

固定負債

長期借入金 3,469,000 5,112,000

繰延税金負債 982,641 974,894

役員退職慰労引当金 117,295 132,669

退職給付に係る負債 1,765,853 1,776,180

その他 49,895 49,895

固定負債合計 6,384,685 8,045,638

負債合計 18,710,073 17,999,350

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 20,159,019

自己株式 △1,020,490 △1,020,527

株主資本合計 40,685,929 40,746,612

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 561,986 506,860

為替換算調整勘定 323,462 249,478

退職給付に係る調整累計額 △177,754 △159,752

その他の包括利益累計額合計 707,694 596,586

非支配株主持分 2,758,746 2,696,605

純資産合計 44,152,370 44,039,804

負債純資産合計 62,862,443 62,039,155
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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 12,311,046 12,448,007

売上原価 10,635,565 10,326,704

売上総利益 1,675,480 2,121,302

販売費及び一般管理費 1,809,288 1,986,359

営業利益又は営業損失（△） △133,807 134,942

営業外収益

受取利息 68,208 58,182

受取配当金 215,019 117,728

有価証券売却益 64,358 -

受取賃貸料 14,894 16,019

保険解約返戻金 8,037 97,321

雑収入 26,078 60,168

営業外収益合計 396,596 349,420

営業外費用

支払利息 46,131 37,610

有価証券売却損 - 18,050

持分法による投資損失 80,676 23,691

為替差損 3,400 68,211

雑支出 12,144 30,392

営業外費用合計 142,352 177,955

経常利益 120,435 306,407

特別利益

固定資産売却益 0 8

特別利益合計 0 8

特別損失

投資有価証券評価損 563 6,216

固定資産除売却損 14,475 10,248

解体撤去費用 12,714 6,126

特別損失合計 27,753 22,591

税金等調整前四半期純利益 92,683 283,825

法人税等 80,425 80,006

四半期純利益 12,258 203,818

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △74,266 △2,104

親会社株主に帰属する四半期純利益 86,524 205,923
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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 12,258 203,818

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △568,611 △59,546

為替換算調整勘定 18,006 △123,959

退職給付に係る調整額 8,243 23,126

持分法適用会社に対する持分相当額 △11,902 △10,764

その他の包括利益合計 △554,264 △171,143

四半期包括利益 △542,006 32,674

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △475,233 94,815

非支配株主に係る四半期包括利益 △66,772 △62,140
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 92,683 283,825

減価償却費 674,807 870,939

貸倒引当金の増減額（△は減少） △426 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,523 △3,674

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 33,242 58,420

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,177 15,373

受取利息及び受取配当金 △283,228 △175,911

支払利息 46,131 37,610

持分法による投資損益（△は益） 80,676 23,691

有価証券売却損益（△は益） △64,358 18,050

投資有価証券評価損益（△は益） 563 6,216

固定資産除売却損益（△は益） 14,474 10,239

売上債権の増減額（△は増加） 738,701 417,757

たな卸資産の増減額（△は増加） 88,628 174,877

仕入債務の増減額（△は減少） △961,136 △384,567

未払消費税等の増減額（△は減少） 36,528 △36,210

その他 17,835 △159,509

小計 520,824 1,157,129

利息及び配当金の受取額 278,551 175,235

利息の支払額 △46,731 △40,517

損害賠償金の支払額 △42,500 -

法人税等の支払額 △259,102 △115,477

営業活動によるキャッシュ・フロー 451,042 1,176,369
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(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)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △4,100,000 △3,800,000

定期預金の払戻による収入 4,100,000 4,100,000

有価証券の売却による収入 - 301,655

投資有価証券の取得による支出 △2,001,761 △2,718,651

投資有価証券の売却による収入 2,409,763 283,185

有形固定資産の取得による支出 △1,335,150 △312,970

有形固定資産の売却による収入 11 9

無形固定資産の取得による支出 △314,097 △6,577

貸付けによる支出 △59,470 △60,640

貸付金の回収による収入 320 305

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,300,384 △2,213,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 792,453 555,975

長期借入れによる収入 - 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △790,000 △2,810,000

自己株式の取得による支出 △177 △37

リース債務の返済による支出 △904 △568

配当金の支払額 △145,563 △144,956

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,192 △399,587

現金及び現金同等物に係る換算差額 95 △10,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △993,438 △1,447,855

現金及び現金同等物の期首残高 6,731,440 5,901,278

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,738,002 4,453,423
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（４）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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