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１．平成29年３月期の連結業績（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

（１）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期 46,773 △2.4 3,770 3.7 3,803 3.0 2,557 18.7

28年３月期 47,929 6.2 3,636 45.0 3,691 40.1 2,153 △39.1

（注）包括利益 29年３月期 3,109百万円（78.4％） 28年３月期 1,742百万円（△59.1％）

１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 ％ ％ ％

29年３月期 104.39 9.1 7.8 8.1

28年３月期 87.92 8.1 7.8 7.6

（参考）持分法投資損益 29年３月期 108百万円 28年３月期 84百万円

（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 48,398 30,626 60.4 1,193.13

28年３月期 48,636 28,363 55.7 1,105.84

（参考）自己資本 29年３月期 29,229百万円 28年３月期 27,091百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

29年３月期 2,381 △8 △845 7,050

28年３月期 4,779 △3,453 △766 5,555

２．配当の状況
年間配当金 配当金総額

(合計)
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

28年３月期 － 14.00 － 19.00 33.00 808 37.5 3.0

29年３月期 － 15.00 － 17.00 32.00 783 30.7 2.8

30年３月期（予想） － 16.00 － 16.00 32.00 34.1

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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） 22,500 1.0 1,500 △9.0 1,500 △4.1 900 △9.5 36.74

通期 47,000 0.5 3,600 △4.5 3,600 △5.3 2,300 △10.1 93.88



※  注記事項

（１）期中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）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

（３）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 24,500,000株 28年３月期 24,500,000株

②  期末自己株式数 29年３月期 1,737株 28年３月期 1,737株

③  期中平均株式数 29年３月期 24,498,263株 28年３月期 24,498,303株

（参考）個別業績の概要

１．平成29年３月期の個別業績（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期 31,032 △5.6 2,610 1.1 2,873 1.8 2,155 19.2

28年３月期 32,875 4.4 2,582 38.9 2,822 25.7 1,808 △45.1

１株当たり
当期純利益

円 銭

29年３月期 87.99

28年３月期 73.82

（２）個別財政状態

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 40,935 25,200 61.6 1,028.67

28年３月期 42,054 23,870 56.8 974.37

（参考）自己資本 29年３月期 25,200百万円 28年３月期 23,870百万円

※  決算短信は監査の対象外です

※  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当たっての

注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．経営成績等の概況（１）当期の経営成績の概況(今後の見通し)」をご

覧ください。
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１．経営成績等の概況

(1）当期の経営成績の概況

（当期の経営成績）

当連結会計年度におけるわが国経済は、年度を通じ雇用や所得環境が改善するなか、期前半では中国を始めとする

新興国経済の減速や円高基調で推移したことにより足踏み状態が続きました。しかしながら、期後半に入り海外景気

の持ち直しや米国大統領選挙後の円安進行により企業業績が改善するなど、緩やかな回復基調となりました。

このような状況のもと、当企業グループは、住宅・住設用の売上減少などにより、連結売上高は467億７千３百万

円と前期（479億２千９百万円）に比べ2.4％の減少となりました。

売上高を用途別にみますと、車両用につきましては、360億２千７百万円と前期（358億６千１百万円）に比べ

0.5％の増加となりました。住宅・住設用につきましては、64億７千２百万円と前期（77億６千７百万円）に比べ

16.7％の減少となり、ファッション・生活資材用につきましては、42億７千３百万円と前期（42億９千９百万円）に

比べ0.6％の減少となりました。

利益面につきましては、連結経常利益は38億３百万円（前期連結経常利益 36億９千１百万円）となり、親会社株

主に帰属する当期純利益は25億５千７百万円（前期親会社株主に帰属する当期純利益 21億５千３百万円）となりま

した。

なお、上記実績は平成28年８月１日に公表いたしました当連結会計年度の業績予想に比べ、親会社株主に帰属する

当期純利益は６億７百万円の増加となっております。これは主として税金費用を見積額から実績に置き換えたことに

よります。

（今後の見通し）

今後の見通しにつきましては、生産や輸出が底堅く推移することが期待されますが、海外情勢の不安定要素により

不透明さが増しております。

このような状況の中、次期の業績につきましては、連結売上高は470億円、連結経常利益は36億円、親会社株主に

帰属する当期純利益は23億円を見込んでおります。

(2）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ0.5％減少し、483億９千８百万円となりました。

資産の部では、流動資産は前連結会計年度末に比べ6.1％減少し、259億１千８百万円となりました。これは主とし

て有価証券が減少したことによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ6.9％増加し、224億８千万円となりました。これは主として機械装置が増加

したことによります。

負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べ9.5％減少し、155億３千７百万円となりました。これは主とし

て支払手形及び買掛金が減少したことによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ28.0％減少し、22億３千５百万円となりました。これは主として退職給付に

係る負債が減少したことによります。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ8.0％増加し、306億２千６百万円となりました。これは主として利益剰余

金が増加したことによります。

共和レザー株式会社（3553）　平成29年３月期決算短信

2



当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億９千４百万円増加し、70億５千万

円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは23億８千１百万円の増加となりました。

これは主に税金等調整前当期純利益37億６千５百万円、減価償却費16億５千５百万円などによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、８百万円の減少となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出33億７千９百万円などによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、８億４千５百万円の減少となりました。

これは主に配当金の支払額８億３千１百万円などによります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置づけております。この考えのもと配当金につきましては、

継続的に配当を行うよう努めるとともに、業績および配当性向等を総合的に勘案し、株主の皆様のご期待にお応えし

ていきたいと考えております。

当期の配当金につきましては、中間配当金を１株につき15円とさせていただきましたが、期末配当金は１株につき

17円とし、年間としては１株につき32円とさせていただく予定です。

また、次期の配当金は年間で32円を予定しております。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当企業グループの連結財務諸表は、企業間及び経年での比較可能性を確保するため、「連結財務諸表の用語、様

式及び作成方法に関する規則（第７章及び第８章を除く）」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しており

ます。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,615 7,060

受取手形及び売掛金 10,745 10,568

電子記録債権 2,036 2,236

有価証券 3,102 1,103

商品及び製品 1,809 2,515

仕掛品 741 830

原材料及び貯蔵品 777 870

繰延税金資産 424 391

その他 399 374

貸倒引当金 △36 △31

流動資産合計 27,614 25,918

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,648 12,035

減価償却累計額 △9,346 △9,353

建物及び構築物（純額） 2,302 2,682

機械装置及び運搬具 34,135 34,181

減価償却累計額 △30,413 △29,618

機械装置及び運搬具（純額） 3,721 4,562

土地 3,782 3,782

建設仮勘定 1,045 1,049

その他 5,366 5,299

減価償却累計額 △4,979 △4,839

その他（純額） 387 459

有形固定資産合計 11,239 12,536

無形固定資産

のれん 334 252

ソフトウエア 83 76

その他 14 16

無形固定資産合計 433 345

投資その他の資産

投資有価証券 7,594 8,084

長期貸付金 27 35

繰延税金資産 799 519

その他 962 990

貸倒引当金 △33 △32

投資その他の資産合計 9,349 9,597

固定資産合計 21,021 22,480

資産合計 48,636 48,398
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,985 8,601

電子記録債務 707 2,619

短期借入金 514 469

未払金 2,259 1,204

未払法人税等 913 538

役員賞与引当金 80 79

資産除去債務 20 4

その他 1,690 2,020

流動負債合計 17,170 15,537

固定負債

長期借入金 183 167

役員退職慰労引当金 131 138

退職給付に係る負債 2,754 1,896

資産除去債務 32 32

固定負債合計 3,102 2,235

負債合計 20,273 17,772

純資産の部

株主資本

資本金 1,810 1,810

資本剰余金 1,586 1,586

利益剰余金 23,027 24,751

自己株式 △0 △0

株主資本合計 26,423 28,147

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 175 196

為替換算調整勘定 638 416

退職給付に係る調整累計額 △145 468

その他の包括利益累計額合計 667 1,082

非支配株主持分 1,272 1,396

純資産合計 28,363 30,626

負債純資産合計 48,636 48,398
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

売上高 47,929 46,773

売上原価 38,655 37,012

売上総利益 9,274 9,760

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 1,047 1,171

給料手当及び賞与 1,819 1,896

退職給付費用 62 77

役員賞与引当金繰入額 86 89

役員退職慰労引当金繰入額 44 43

減価償却費 117 143

のれん償却額 58 53

研究開発費 681 688

その他 1,720 1,827

販売費及び一般管理費合計 5,637 5,990

営業利益 3,636 3,770

営業外収益

受取利息 45 30

受取配当金 36 33

持分法による投資利益 84 108

仕入割引 11 18

その他 79 74

営業外収益合計 256 265

営業外費用

支払利息 32 24

売上割引 58 51

固定資産除却損 51 132

その他 58 23

営業外費用合計 201 232

経常利益 3,691 3,803

特別損失

減損損失 240 37

特別損失合計 240 37

税金等調整前当期純利益 3,450 3,765

法人税、住民税及び事業税 1,101 954

法人税等調整額 △1 39

法人税等合計 1,100 993

当期純利益 2,350 2,772

非支配株主に帰属する当期純利益 196 215

親会社株主に帰属する当期純利益 2,153 2,557
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（連結包括利益計算書）

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当期純利益 2,350 2,772

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △146 23

為替換算調整勘定 △120 △227

退職給付に係る調整額 △303 614

持分法適用会社に対する持分相当額 △36 △73

その他の包括利益合計 △607 336

包括利益 1,742 3,109

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,587 2,971

非支配株主に係る包括利益 155 137
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,810 1,586 21,632 △0 25,028

当期変動額

剰余金の配当 △759 △759

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,153 2,153

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - 1,394 △0 1,394

当期末残高 1,810 1,586 23,027 △0 26,423

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 320 755 158 1,234 1,124 27,387

当期変動額

剰余金の配当 △759

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,153

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△145 △117 △303 △566 147 △418

当期変動額合計 △145 △117 △303 △566 147 975

当期末残高 175 638 △145 667 1,272 28,363
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当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,810 1,586 23,027 △0 26,423

当期変動額

剰余金の配当 △832 △832

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,557 2,557

自己株式の取得 -

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

-

当期変動額合計 - - 1,724 - 1,724

当期末残高 1,810 1,586 24,751 △0 28,147

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 175 638 △145 667 1,272 28,363

当期変動額

剰余金の配当 △832

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,557

自己株式の取得 -

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

21 △221 614 414 124 538

当期変動額合計 21 △221 614 414 124 2,263

当期末残高 196 416 468 1,082 1,396 30,626
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 3,450 3,765

減価償却費 1,642 1,655

減損損失 240 37

のれん償却額 58 53

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 △6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 355 19

受取利息及び受取配当金 △81 △64

支払利息 32 24

持分法による投資損益（△は益） △84 △108

投資有価証券売却損益（△は益） △14 △7

有形固定資産処分損益（△は益） 51 132

有形固定資産売却損益（△は益） △5 △2

売上債権の増減額（△は増加） △777 △325

たな卸資産の増減額（△は増加） △60 △935

仕入債務の増減額（△は減少） 855 △276

未払費用の増減額（△は減少） 22 △64

その他 △650 △288

小計 5,055 3,609

利息及び配当金の受取額 176 139

利息の支払額 △32 △22

法人税等の支払額 △422 △1,346

法人税等の還付額 2 1

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,779 2,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の増減額（△は増加） 2,202 3,100

有形固定資産の取得による支出 △2,105 △3,379

有形固定資産の売却による収入 34 4

無形固定資産の取得による支出 △34 △22

投資有価証券の取得による支出 △2,811 △1,651

投資有価証券の売却による収入 18 73

投資有価証券の償還による収入 700 0

定期預金の増減額（△は増加） △1,350 2,050

その他 △106 △184

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,453 △8

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） △183 －

長期借入れによる収入 183 －

配当金の支払額 △758 △831

非支配株主への配当金の支払額 △7 △13

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △766 △845

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 554 1,494

現金及び現金同等物の期首残高 5,000 5,555

現金及び現金同等物の期末残高 5,555 7,050
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（５）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。

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社（5社）

日本グラビヤ工業㈱、㈱ナンカイテクナート、㈱キョーレ、共和サポートアンドサービス㈱、共和興塑膠

（廊坊）有限公司

２ 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社（2社）

南亜共和塑膠（南通）有限公司、他１社

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業年度に係る財務諸

表を使用しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち共和興塑膠（廊坊）有限公司の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成に当た

っては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、１月１日から連結決算日３月31日までの期間

に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４ 会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

(イ）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっております。

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。なお、評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

② デリバティブ

時価法によっております。

③ たな卸資産

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）によっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

主として定率法を採用し、耐用年数、残存価額については法人税法に定める基準と同一の基準によって

おります。

② 無形固定資産

定額法によっております。

(3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を勘案し、また貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度において負担すべき支給見込額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
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(4）退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

従業員の退職給付に備えるため、確定給付制度を採用しており、当連結会計年度末における退職給付債

務および年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上して

おります。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっております。

② 過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法

過去勤務費用については、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(5）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

在外子会社等の資産及び負債・収益及び費用は直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

(6)重要なヘッジ会計の方法

振当処理の要件を満たす為替予約取引については振当処理を採用しております。

(7）のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、少額の場合を除きその効果の及ぶ期間（10年）の定額法により均等償却を行っ

ております。

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(9）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式で処理しております。

（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）を当連

結会計年度から適用しております。

（退職金制度の変更）

当社は、当連結会計年度において、退職給付制度を最終給与比例方式からポイント制に改訂しております。当

該制度変更に伴い、退職給付債務が945百万円減少しております。この退職給付債務の減少は過去勤務費用に該

当するため、当社の定める会計方針に従い、10年にわたり定額法で費用処理しています。

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

当企業グループ（当社および連結子会社）は、その主な事業として各種合成表皮材の製造ならびに販売を行っ

ており、単一セグメントであるため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

１株当たり純資産額 1,105.84 円 1,193.13 円

１株当たり当期純利益金額 87.92 円 104.39 円

（注）１. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２. １株当たり純資産額および１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

１ １株当たり純資産額

前連結会計年度
（平成28年３月31日）

当連結会計年度
（平成29年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 28,363 30,626

純資産額の合計額から控除する金額

（百万円）
1,272 1,396

（うち非支配株主持分）（百万円） (1,272) (1,396)

普通株式に係る連結会計年度の純資産額

（百万円）
27,091 29,229

１株当たり純資産額の算定に用いられた

連結会計年度の普通株式の数（千株）
24,498 24,498

２ １株当たり当期純利益

前連結会計年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益金額

（百万円）
2,153 2,557

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益金額（百万円）
2,153 2,557

普通株式の期中平均株式数（千株） 24,498 24,498

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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４．その他

役員の異動（平成29年６月20日付予定）

(1）代表取締役の異動

新任代表取締役候補

取締役副社長
(代表取締役 )

はな い みき お

花井 幹雄 〔 現 常 勤 顧 問 〕

(2）その他の役員の異動

①新任取締役候補

取 締 役

かわしま りゅうた

河島 竜太 〔 現 車両営業部長 〕

②昇任予定取締役

常 務 取 締 役

ます だ よう じ

増田 陽司 〔 現 取 締 役 〕

③退任予定取締役
さわ ね さとし

澤根 聡 〔 現 取 締 役 〕

日本グラビヤ工業株式会社
取締役副社長に就任予定

おおいし のぶひろ

大石 展弘 〔 現 取 締 役 〕
株式会社キョーレ

取締役社長に再任予定

以 上
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