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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12月31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３四半期 16,190 △4.7 157 △50.0 464 △49.6 258 △66.0

28年３月期第３四半期 16,995 △1.4 314 △32.5 921 △4.6 760 6.5
(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 △781百万円( －％) 28年３月期第３四半期 518百万円(△47.1％)
　

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３四半期 17.76 －

28年３月期第３四半期 52.26 －
　　

（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３四半期 26,052 16,913 63.1

28年３月期 25,621 17,852 67.8
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 16,442百万円 28年３月期 17,373百万円
　　　

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 － 4.50 － 5.50 10.00

29年３月期 － 5.00 －

29年３月期(予想) 5.00 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、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 22,500 0.2 400 28.5 820 △24.3 500 △44.2 34.36
(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 ： 無

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３Ｑ 15,400,000株 28年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 851,216株 28年３月期 851,125株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 14,548,815株 28年３月期３Ｑ 14,548,811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が、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財務諸表の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、当社が入手している情報及び合理的であると判断
でき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」をご覧下さい。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀主導の金融緩和政策を背景として、企業収益や雇

用情勢に改善が見られ、緩やかな回復基調で推移いたしました。世界経済におきましては、中国など新興国経済の

減速懸念や、英国のＥＵ離脱の国民投票及び米国大統領選挙の結果とその後の為替変動など、先行きの不透明感は

高まっております。

当社グループの主要取引先であります自動車業界は、熊本地震の影響等で生産台数が落ち込むこともありました

が、北米での販売は原油安を背景に好調に推移いたしました。産業機械部品につきましては、建機部品は持ち直し

の兆しを見せ、ロボット部品は引き続き堅調に推移いたしました。

この様な環境の下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は161億90百万円（前年同期比4.7

％減少）、営業利益は１億57百万円（前年同期比50.0％減少）、経常利益は４億64百万円（前年同期比49.6％減

少）、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億58百万円（前年同期比66.0％減少）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 可鍛事業

当セグメントにおきましては、期初に発生した熊本地震により被害を受けましたが、工場設備の復旧も終了し、

以前の状態までに回復したものの、操業停止の影響もあり、当社グループでは、売上高は156億14百万円（前年同

期比4.5%減少）、セグメント利益（営業利益）は８億65百万円（前年同期比13.7%減少）となりました。

② 金属家具事業

当セグメントにおきましては、家具市場の低迷が続く中、新商品の開発など販売促進活動に積極的に取り組ん

でまいりましたが、当社グループでは売上高は５億76百万円（前年同期比8.8%減少）、セグメント損失（営業損

失）は23百万円（前年同期はセグメント損失27百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間の総資産は260億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億30百万円増加いたしま

した。主な要因は、受取手形及び売掛金が減少したものの、現金及び預金及び電子記録債権の増加などにより流動

資産が４億97百万円増加し、その他（建設仮勘定及び有形リース資産など）が増加したものの、機械装置及び運搬

具の減少などにより固定資産が66百万円減少したことによるものであります。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ13億69百万円増加し、91億38百万円となりました。主な要因は、支払手形

及び買掛金が減少したものの、電子記録債務の増加などにより流動負債が３億51百万円増加し、長期借入金及びそ

の他（長期リース債務など）の増加などにより固定負債が10億17百万円増加したことによるものであります。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ９億38百万円減少し、169億13百万円となりました。主な要因は、為替換

算調整勘定の減少などによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の連結業績予想につきましては、平成28年11月11日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。

　 今後、業績予想数値に修正が生じる場合は、速やかに公表いたします。
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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

該当事項はありません。

（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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,460,872 2,663,142

受取手形及び売掛金 4,508,202 3,700,885

電子記録債権 641,002 1,628,410

有価証券 32,582 30,021

商品及び製品 764,838 713,610

仕掛品 426,519 458,627

原材料及び貯蔵品 500,062 511,566

その他 258,096 383,516

流動資産合計 9,592,177 10,089,782

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,057,649 1,808,728

機械装置及び運搬具（純額） 5,524,303 4,525,986

工具、器具及び備品（純額） 578,791 550,270

その他（純額） 1,861,773 2,869,892

有形固定資産合計 10,022,517 9,754,877

無形固定資産

その他 501,660 687,537

無形固定資産合計 501,660 687,537

投資その他の資産

関係会社出資金 2,906,933 2,764,156

その他 2,601,286 2,759,051

貸倒引当金 △3,200 △3,200

投資その他の資産合計 5,505,019 5,520,008

固定資産合計 16,029,197 15,962,423

資産合計 25,621,374 26,052,205
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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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,116,949 1,725,248

電子記録債務 408,522 1,939,730

短期借入金 128,100 60,720

1年内返済予定の長期借入金 242,614 264,266

未払法人税等 38,780 18,327

賞与引当金 278,374 71,231

その他 1,212,518 1,697,915

流動負債合計 5,425,859 5,777,440

固定負債

長期借入金 879,120 1,454,743

役員退職慰労引当金 125,261 139,191

環境対策引当金 12,461 8,327

退職給付に係る負債 70,735 78,441

その他 1,255,705 1,680,129

固定負債合計 2,343,284 3,360,833

負債合計 7,769,143 9,138,274

純資産の部

株主資本

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,405 574,405

利益剰余金 13,572,811 13,678,570

自己株式 △282,685 △282,718

株主資本合計 14,900,531 15,006,257

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 703,673 824,747

為替換算調整勘定 1,656,319 537,334

退職給付に係る調整累計額 113,185 74,466

その他の包括利益累計額合計 2,473,179 1,436,548

非支配株主持分 478,520 471,125

純資産合計 17,852,230 16,913,931

負債純資産合計 25,621,374 26,052,205
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 16,995,907 16,190,692

売上原価 15,158,578 14,476,820

売上総利益 1,837,328 1,713,872

販売費及び一般管理費 1,522,458 1,556,569

営業利益 314,870 157,302

営業外収益

受取利息 7,535 3,380

受取配当金 43,039 41,854

持分法による投資利益 513,355 353,574

その他 75,199 86,740

営業外収益合計 639,129 485,550

営業外費用

支払利息 12,810 10,183

為替差損 16,273 164,352

その他 3,451 3,907

営業外費用合計 32,534 178,443

経常利益 921,465 464,410

特別損失

固定資産除却損 1,641 18,399

災害による損失 － 210,051

特別損失合計 1,641 228,451

税金等調整前四半期純利益 919,824 235,959

法人税、住民税及び事業税 26,270 2,222

法人税等調整額 139,490 △20,416

法人税等合計 165,761 △18,193

四半期純利益 754,063 254,152

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △6,311 △4,370

親会社株主に帰属する四半期純利益 760,374 258,522
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 754,063 254,152

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △49,341 122,150

為替換算調整勘定 △73,314 △623,379

退職給付に係る調整額 △58,435 △38,719

持分法適用会社に対する持分相当額 △54,633 △495,605

その他の包括利益合計 △235,724 △1,035,553

四半期包括利益 518,338 △781,401

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 523,603 △778,107

非支配株主に係る四半期包括利益 △5,264 △3,293
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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）

当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２可鍛事業 金属家具事業 計

売上高

外部顧客への売上高 16,363,263 632,643 16,995,907 ─ 16,995,907

セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 16,363,263 632,643 16,995,907 ─ 16,995,907

セグメント利益又は損失(△) 1,002,859 △27,047 975,812 △660,941 314,870

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△660,941千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であ

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２可鍛事業 金属家具事業 計

売上高

外部顧客への売上高 15,614,292 576,400 16,190,692 － 16,190,692

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 15,614,292 576,400 16,190,692 － 16,190,692

セグメント利益又は損失(△) 865,303 △23,649 841,653 △684,350 157,302

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△684,350千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であ

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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