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1. 平成29年6月期第2四半期の連結業績（平成28年7月1日～平成28年12月31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6月期第2四半期 2,384 3.6 140 33.1 250 160.3 156 144.8
28年6月期第2四半期 2,301 △4.7 105 △30.3 96 △71.8 64 △68.6

（注）包括利益 29年6月期第2四半期 △168百万円 （△888.1％） 28年6月期第2四半期 21百万円 （△82.0％）

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6月期第2四半期 118.36 ―
28年6月期第2四半期 48.35 ―

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6月期第2四半期 7,676 5,852 76.2 4,417.15
28年6月期 7,754 6,066 78.1 4,576.98
（参考）自己資本 29年6月期第2四半期 5,848百万円 28年6月期 6,060百万円

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

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6月期 ― 15.00 ― 17.00 32.00
29年6月期 ― 17.00
29年6月期（予想） ― 17.00 34.00

3. 平成29年 6月期の連結業績予想（平成28年 7月 1日～平成29年 6月30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 4,758 4.2 221 16.3 283 232.9 205 279.6 154.83



(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 ： 無

(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監査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、四半期連結財務諸表に対するレビュ
ー手続が実施中です。

※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については、添付資料P２「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。

※ 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 ： 無
②①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6月期2Q 1,355,000 株 28年6月期 1,355,000 株
② 期末自己株式数 29年6月期2Q 30,966 株 28年6月期 30,966 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年6月期2Q 1,324,034 株 28年6月期2Q 1,324,057 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（平成28年７月１日～平成28年12月31日）における世界経済は、米国では雇用・所得

環境が着実に改善、輸出や個人消費の増勢等もあり緩やかな回復が続きました。また欧州では英国のＥＵ離脱に

よる先行き不透明感が下押し懸念となり、回復基調の伸びが弱含みました。アジア経済を見ますと、中国では経

済政策の下支えもあり、成長鈍化傾向に一服感がみられ、アジア新興国は力強さに欠ける横ばい圏の低い伸びと

なりました。 

日本経済は、雇用と所得が小幅ながら改善し消費活動の緩やかな回復基調は続きました。公共投資の前倒し執行

と相俟って、輸出や製造業生産が持直すなど、景況の「踊り場」を脱する兆候が見られました。 

この間の当社グループを取り巻く事業環境は、製造業各界で生産調整圧力が一部に残存しましたが、熊本地震や

夏場台風による落込みからの反動生産や輸出押し上げの市況などがあり、取引先からの受注活動は徐々に良化し

ました。当社グループの主要販売先である自動車機器業界は、欧米で自動車販売台数が続伸、国内でも小型車の

販売が増勢となりました。また、電子部品業界も増産の期間となりました。当社グループの売上高は、トータル

で前年比増収に転じました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループ業績につきましては、売上高は2,384百万円（前年同期比 

3.6％増）、営業利益は140百万円（前年同期比 33.1％増）、経常利益は250百万円（前年同期比 160.3％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は156百万円（前年同期比 144.8％増）となりました。経常利益・親会社に帰

属する四半期純利益の増益要因は、この期間の為替差益84百万円加算が一因となっております。 

 

当第２四半期連結累計期間におけるセグメント別の営業概況は次のとおりです。

＜ドライルーブ事業＞

当社グループのドライルーブ・コーティング加工の売上高は、自動車機器向けが前年同期比 5.6％の増収、光

学機器向けは熊本地震による生産停滞が響き同 14.0％減収、電子部品関連は同 10.6％増収となりました。この

結果ドライルーブ事業の売上高は2,377百万円（前年同期比 3.9％増）となりました。

＜その他事業＞

その他事業のナノカーボン製品の営業概況は、個人消費者向け・産業界向け製品ともに振るわず、この結果そ

の他事業の売上高は６百万円（前年同期比 50.7％減）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

   １．資産、負債及び純資産の状況

  ①資 産

当第２四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ78百万円減少し、

7,676百万円（前期末比1.0％減）となりました。これは主に、現金及び預金212百万円の増加、受取手形及

び売掛金76百万円の増加等がありましたが、関係会社出資金192百万円の減少、有形固定資産純額148百万円

の減少等によるものです。

    ②負 債 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ135百万円増加し、

1,823百万円（前期末比8.0％増）となりました。これは主に、未払法人税等85百万円の増加、流動負債 そ

の他38百万円の増加等によるものです。

    ③純資産

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ213百万円減少し、

5,852百万円（前期末比3.5％減）となりました。これは主に、利益剰余金111百万円の増加等がありました

が、為替換算調整勘定333百万円の減少等によるものです。

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は76.2％（前連結会計年度末は78.1％）とな

りました。
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   ２．キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ212百万円増加し、

2,684百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、次のとおりです。

    （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、309百万円（前年同期における営業

活動により得られた資金は220百万円）となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前四半期純利

益250百万円、減価償却費135百万円、利息及び配当金の受取額60百万円、未払消費税等の増加額22百万円、

資金流出では売上債権の増加額92百万円、為替差益84百万円、持分法による投資利益30百万円等によるもの

です。

    （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、95百万円（前年同期における投資活

動により使用した資金は134百万円）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出89百万

円、無形固定資産の取得による支出16百万円等によるものです。

    （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動により使用した資金は、14百万円（前年同期における財務活

動により使用した資金は64百万円）となりました。これは主に、資金流入では長期借入れによる収入50百万

円、資金流出では長期借入金の返済による支出41百万円、配当金の支払額22百万円等によるものです。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当面の日本経済見通しは、内外経済の緩やかな持ち直しや政府の経済対策関連の公的需要の下支えもあり、緩慢

ながらも景気回復軌道は外れないと目されております。 

一方で、米国新政権の財政政策・通商政策如何で内外経済の変動が見込まれ、予断を許さない状況でもありま

す。 

当社の第３四半期会計期間以降についても、楽観できない不透明な業況を予測しておりますが、平成28年８月12

日に公表いたしました平成29年６月期の通期業績予想の変更はいたしておりません。今後、適時開示が必要とな

った場合には、速やかにお伝えいたします。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）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６月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,847,636 3,060,116 

受取手形及び売掛金 784,852 861,566 

商品及び製品 56,249 49,382 

仕掛品 42,629 31,499 

原材料及び貯蔵品 74,810 85,927 

繰延税金資産 7,453 11,408 

その他 48,553 29,029 

貸倒引当金 △145 △156 

流動資産合計 3,862,040 4,128,773 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 2,074,194 2,019,497 

減価償却累計額 △1,176,392 △1,196,871 

建物及び構築物（純額） 897,802 822,626 

機械装置及び運搬具 1,924,624 1,889,727 

減価償却累計額 △1,436,003 △1,453,970 

機械装置及び運搬具（純額） 488,621 435,757 

工具、器具及び備品 210,125 201,385 

減価償却累計額 △163,132 △164,141 

工具、器具及び備品（純額） 46,992 37,244 

土地 1,157,685 1,144,502 

建設仮勘定 － 2,093 

有形固定資産合計 2,591,102 2,442,223 

無形固定資産 57,978 58,956 

投資その他の資産    

投資有価証券 29,996 44,997 

関係会社出資金 1,041,035 848,503 

繰延税金資産 15,042 11,931 

その他 157,545 140,709 

投資その他の資産合計 1,243,620 1,046,141 

固定資産合計 3,892,700 3,547,322 

資産合計 7,754,741 7,676,096 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年６月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(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 340,944 354,027 

短期借入金 79,420 69,190 

1年内返済予定の長期借入金 50,300 25,380 

未払法人税等 16,178 102,048 

賞与引当金 16,094 19,841 

その他 98,367 136,721 

流動負債合計 601,305 707,207 

固定負債    

長期借入金 810,000 843,320 

退職給付に係る負債 141,808 144,114 

長期未払金 134,917 128,709 

固定負債合計 1,086,726 1,116,143 

負債合計 1,688,032 1,823,351 

純資産の部    

株主資本    

資本金 375,956 375,956 

資本剰余金 454,760 454,760 

利益剰余金 4,919,037 5,030,728 

自己株式 △11,564 △11,564 

株主資本合計 5,738,189 5,849,881 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 9,099 19,423 

為替換算調整勘定 312,784 △20,843 

その他の包括利益累計額合計 321,884 △1,419 

非支配株主持分 6,635 4,283 

純資産合計 6,066,709 5,852,744 

負債純資産合計 7,754,741 7,676,096 
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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７月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 2,301,184 2,384,422 

売上原価 1,763,549 1,804,148 

売上総利益 537,635 580,274 

販売費及び一般管理費 432,141 439,896 

営業利益 105,493 140,378 

営業外収益    

受取利息及び配当金 436 835 

為替差益 － 84,244 

持分法による投資利益 60,629 30,461 

その他 3,012 805 

営業外収益合計 64,078 116,346 

営業外費用    

支払利息 5,739 4,881 

為替差損 67,385 － 

その他 83 1,046 

営業外費用合計 73,207 5,927 

経常利益 96,364 250,797 

特別損失    

固定資産除却損 55 147 

特別損失合計 55 147 

税金等調整前四半期純利益 96,309 250,650 

法人税、住民税及び事業税 61,195 99,759 

法人税等調整額 △28,352 △5,398 

法人税等合計 32,842 94,360 

四半期純利益 63,466 156,290 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △545 △418 

親会社株主に帰属する四半期純利益 64,011 156,708 
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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７月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益 63,466 156,290 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △4,741 10,323 

為替換算調整勘定 △58,458 △173,516 

持分法適用会社に対する持分相当額 21,171 △162,044 

その他の包括利益合計 △42,027 △325,237 

四半期包括利益 21,438 △168,947 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 23,051 △166,595 

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,613 △2,351 
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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７月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成28年12月31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 96,309 250,650 

減価償却費 127,773 135,455 

持分法による投資損益（△は益） △60,629 △30,461 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △814 11 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,604 3,994 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,030 2,305 

受取利息及び受取配当金 △437 △836 

支払利息 5,739 4,881 

為替差損益（△は益） 59,914 △84,438 

固定資産除売却損益（△は益） 55 147 

売上債権の増減額（△は増加） 79,609 △92,569 

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,901 2,442 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,416 19,813 

仕入債務の増減額（△は減少） △24,106 18,322 

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,705 22,476 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,301 20,084 

その他 1,692 △4,679 

小計 289,654 267,599 

利息及び配当金の受取額 58,761 60,999 

利息の支払額 △5,682 △4,848 

法人税等の支払額 △122,602 △13,865 

営業活動によるキャッシュ・フロー 220,131 309,885 

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 △363,000 △563,000 

定期預金の払戻による収入 363,000 563,000 

有形固定資産の取得による支出 △108,916 △89,040 

無形固定資産の取得による支出 △17,020 △16,755 

補助金の受取額 － 10,000 

その他 △8,205 △46 

投資活動によるキャッシュ・フロー △134,141 △95,842 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入 200,000 50,000 

長期借入金の返済による支出 △241,600 △41,600 

自己株式の取得による支出 △40 － 

配当金の支払額 △22,509 △22,508 

財務活動によるキャッシュ・フロー △64,149 △14,108 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,761 12,545 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,922 212,480 

現金及び現金同等物の期首残高 2,452,304 2,471,533 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,445,382 2,684,013 
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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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