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1. 平成29年12月期第1四半期の業績（平成29年1月1日～平成29年3月31日）

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年12月期第1四半期 1,088 ― 74 ― 81 ― 645 ―

28年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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12月期第1四半期 194.74 ―

28年12月期第1四半期 ― ―

　当社は、平成２８年１２月期第１四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績を開示しております。そのため、平成２８年１２月
期第１四半期の経営成績（累計）及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年12月期第1四半期 5,400 2,754 51.0

28年12月期 4,324 2,132 49.3

（参考）自己資本 29年12月期第1四半期 2,754百万円 28年12月期 2,132百万円

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12月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

29年12月期 ―

29年12月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

（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12月期の業績予想（平成29年 1月 1日～平成29年12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 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) 2,300 △30.6 250 △25.7 260 △27.2 780 216.2 235.61

通期 5,000 △11.0 680 26.6 700 19.5 1,080 123.2 326.23

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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12月期1Q 3,510,000 株 28年12月期 3,510,000 株

② 期末自己株式数 29年12月期1Q 199,464 株 28年12月期 199,464 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期1Q 3,310,536 株 28年12月期1Q 3,310,699 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

当社は、平成29年１月１日付で連結子会社であった株式会社新報国製鉄三重を吸収合併いたしました。

　これにより、当期決算より従来連結で行っておりました決算を単体決算に変更いたしました。なお、当第１四半

期累計期間は単体決算初年度にあたるため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率等の比較分

析は行っておりません。

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は政府、日銀の成長軌道に乗せるためのあらゆる施策が徐々に効果を

上げつつあり、公共投資の増加、民間設備投資も底堅く、消費もわずかながら回復の兆しが見え始め内需は明るさ

が戻りつつあります。また、輸出も保護主義の台頭など懸念はあるものの米国、ヨーロッパの先進国経済が堅調で

あること、中国、アジア経済が持ち直していることなどを背景に底堅く推移しており、わが国経済は総じて緩やか

な回復基調にあり、デフレ脱却の半歩を踏み出したと考えられます。

このような状況の中で、当社の経営状況は、主力製品である低熱膨張合金が、半導体製造装置関連、液晶製造装

置関連の出荷が前年第４四半期に続きお客様の在庫調整などの端境期となり若干低調であったこと、またシームレ

スパイプ用工具も原油価格は回復しつつあるものの、シームレスパイプの需要増加にはもう少し時間がかかること

と思われるなど、売上高、営業利益ともに低調でしたが、今年度の当初の業績予想においても第１四半期は低調で、

第２四半期以降増加と予想しており、現時点においても第２四半期以降は順調に回復する見通しです。

　従いまして、当第１四半期累計期間における売上高は、1,088百万円（通期予想に対する進捗率21.8％）となりま

した。営業利益は売上高減少の影響等により74百万円（通期予想に対する進捗率10.9％）となり、経常利益は81百

万円（通期予想に対する進捗率11.6％）となりました。当期純利益は株式会社新報国製鉄三重の吸収合併に伴う特

別利益「抱合せ株式消滅差益」596百万円の計上により645百万円（通期予想に対する進捗率59.7％）となりました。

　なお、第２四半期累計期間ならびに通期の業績予想は第２四半期以降の売上高及び利益が順調に増加の見通しで

あり当初予想通りであります。

（２）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年２月10日発表「平成28年12月期 決算短信」の業績予想から変更ありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 700,959 894,964

受取手形及び売掛金 869,497 724,935

電子記録債権 57,579 75,229

製品 180,356 246,919

仕掛品 450,516 826,398

原材料 697 181,871

未収入金 790,876 868,117

その他 104,523 64,453

貸倒引当金 △172 △167

流動資産合計 3,154,831 3,882,719

固定資産

有形固定資産 369,822 1,329,541

無形固定資産 19,587 28,309

投資その他の資産 780,212 159,731

固定資産合計 1,169,621 1,517,582

資産合計 4,324,452 5,400,300

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 343,622 397,630

電子記録債務 593,151 521,090

短期借入金 423,433 69,982

未払法人税等 138,038 42,870

賞与引当金 20,200 121,536

その他 126,145 97,079

流動負債合計 1,644,590 1,250,187

固定負債

社債 200,000 200,000

長期借入金 - 840,000

退職給付引当金 180,433 186,131

その他 167,644 169,810

固定負債合計 548,077 1,395,941

負債合計 2,192,666 2,646,128
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 175,500 175,500

資本剰余金 133,432 133,432

利益剰余金 1,851,785 2,463,370

自己株式 △68,765 △68,765

株主資本合計 2,091,953 2,703,537

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 39,833 50,635

評価・換算差額等合計 39,833 50,635

純資産合計 2,131,786 2,754,173

負債純資産合計 4,324,452 5,400,300
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
当第１四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 1,087,952

売上原価 821,134

売上総利益 266,818

販売費及び一般管理費 192,794

営業利益 74,024

営業外収益

受取利息 7

たな卸差益 4,997

その他 5,054

営業外収益合計 10,058

営業外費用

支払利息 991

その他 1,615

営業外費用合計 2,606

経常利益 81,477

特別利益

抱合せ株式消滅差益 595,515

特別利益合計 595,515

税引前四半期純利益 676,992

法人税、住民税及び事業税 34,231

法人税等調整額 △1,929

法人税等合計 32,302

四半期純利益 644,690
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（３）四半期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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