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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費の足踏み状態が長期化しているものの、企業収益、雇用・所得環境

の改善がみられ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、新興国を中心とした経済成長の減速懸念や英国のＥ

Ｕ離脱問題、米国のトランプ新政権による保護主義的な政策の影響等、世界の政治、経済の先行きは不透明感が高まっ

ております。

　ステンレス鋼業界におきましては、昨年夏場以降ニッケルやクロムなどの原料価格が上昇したことにより、メーカー

各社の値上姿勢が顕著となりました。一部に需要回復の動きも出始め、国内の鋼板受注実績は、建設用、船舶用が前年

を下回ったものの、自動車用、産業用機器用、電気機器用等を中心に前年を上回りました。また、輸出においてもアジ

ア向けを含めて前年を上回りました。この結果、平成28年（暦年）のステンレス鋼生産量（熱間圧延鋼材ベース）は、

278万トンと前年実績の276万トンから1.0％の増加となりました。

　このような状況のなか、当社企業集団の連結業績は、主力事業であるステンレス鋼その他金属材料の販売事業におい

て、在庫販売に重点をおいた営業活動を推進する一方、休眠顧客の掘起しや新規顧客の開拓にも注力しました。また、

高付加価値商品の販売等にも積極的に取り組み、受注・販売量の確保に努めました。しかしながら、販売価格の低下に

より売上高は前期に比べ3.2％減少の40,335百万円となりました。利益面につきましては、仕入価格の上昇に対応し販売

価格の改定に注力した結果、売上総利益率が上昇し、前期に比べ営業利益は21.8％増加の793百万円、経常利益は37.6％

増加の808百万円を計上しました。また、当社及び一部の連結子会社が加入していた東京金属事業厚生年金基金が平成29

年3月22日に解散したため、特別損失177百万円並びにこれに伴う法人税等調整額△54百万円を計上しました。この結果、

親会社株主に帰属する当期純利益は、前期に比べ106.6％増加の462百万円となりました。

　

ステンレス鋼その他金属材料の販売事業

　ステンレス鋼の販売において、販売数量が前期に比べ2.1％増加したものの販売価格が4.1％低下したこと等により、

売上高は前期に比べ3.2％減少の38,597百万円となりました。営業利益は、在庫販売及び加工品等の高付加価値商品の販

売に注力した結果、売上総利益率が上昇し、前期に比べ26.0％増加の608百万円を計上しました。

　

ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業

　国内建築分野のステンレス加工品販売の出荷高は高水準であった前期には届かず、中国の造管事業においても為替変

動の影響を受けたことから、売上高は前期に比べ5.7％減少の1,094百万円、営業利益は前期に比べ3.8％減少の158百万

円となりました。

　

機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業

　食品及び公共関連向けの大型物件の受注があったことから、売上高は前期に比べ1.7％増加の645百万円となりました。

営業利益は、製造原価の低減により売上総利益率が向上したことに加え、販売費及び一般管理費の抑制もあり18百万円

（前期は11百万円の損失）を計上しました。
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（２）当期の財政状態の概況

①資産

　流動資産は、受取手形及び売掛金が1,089百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ8.6％増加し

22,312百万円となりました。固定資産は、投資有価証券が増加したものの、有形固定資産及び繰延税金資産が減少した

ことなどにより、前連結会計年度末に比べ4.1％減少し9,537百万円となりました。この結果、総資産は前連結会計年度

末に比べ4.5％増加し31,850百万円となりました。

　

②負債

　流動負債は、電子記録債務が1,473百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ4.9％増加し18,556百万

円となりました。固定負債は、退職給付に係る負債が795百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ21.0

％減少し2,842百万円となりました。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ0.6％増加し21,398百万円となりま

した。

　

③純資産

　純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益462百万円の計上、退職給付に係る調整累計額738百万円の増加などによ

り前連結会計年度末に比べ13.6％増加し10,452百万円となりました。

　

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1,101百万円の収入、投資活動により92百万円の支出、財務

活動により177百万円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物は換算差額も含め817百万円の増加となり、

期末残高は前連結会計年度末に比べ40.5％増加し2,832百万円となりました。

　

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上639百万円、減価償却費の計上344百万円など

により1,101百万円の収入となりました。（前連結会計年度は582百万円の収入）

　

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得76百万円などにより92百万円の支出となりました。（前

連結会計年度は395百万円の支出）

　

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより177百万円の支出となりました。（前連結会計年度は

198百万円の支出）

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期

自己資本比率 29.3 29.3 31.9 30.1 32.8

時価ベースの自己資本比率 8.9 10.0 12.3 10.1 11.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

6.4 28.3 6.4 10.0 5.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

9.7 2.2 8.8 5.9 13.4

　(注) 自己資本比率 ： 自己資本／総資産

　 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

　 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い

　

　 ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　 ※ 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を

　 対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の

　 支払額を使用しております。
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（４）今後の見通し

今後の経済見通しにつきましては、企業収益の回復や雇用・所得環境の改善などにより、緩やかな景気回復の継続が

予想されます。一方、海外経済は新興国諸国の景気減速懸念や米国新政権の政策運営の動向等予断を許さない状況が今

後も続くことが予想されます。

このような状況の中、次期連結業績は、売上高40,000～44,000百万円、営業利益700～900百万円、経常利益700～900

百万円、親会社株主に帰属する当期純利益450～550百万円を予想しております。

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、競争力を維持し成長を促進させるために必要な資金や有利子負債削減など財務体質の改善を図るための資金

を内部留保として確保していくことを前提に、株主に対し当該期の連結業績に応じた利益配分を行うことを基本方針と

しております。連結業績に応じた利益配分の指標としては、連結配当性向30％程度を基準としております。当期の配当

につきましては、この基本方針に基づき期末に１株につき普通配当10円とさせていただく予定です。すでに実施済みの

第２四半期末配当金３円を含め年間配当金は計13円とさせていただく予定です。

　次期の配当につきましては、中間配当４円、期末配当８円の年間配当12円とさせていただく予定です。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社企業集団は、事業構成ならびに株主構成も国内中心であることから、当面は日本基準を採用することとしており

ますが、今後の事業展開および国内他社のIFRS(国際財務報告基準)採用動向を踏まえ、IFRS適用の検討をすすめていく

方針であります。

決算短信（宝印刷） 2017年05月11日 13時40分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社ＵＥＸ(9888) 平成29年３月期 決算短信

5

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）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 2,015,938 2,832,439

受取手形及び売掛金 10,914,326 12,003,431

商品及び製品 6,865,039 6,763,039

仕掛品 33,412 47,977

原材料及び貯蔵品 85,243 66,071

繰延税金資産 99,560 122,452

その他 531,266 481,016

貸倒引当金 △7,540 △4,070

流動資産合計 20,537,243 22,312,355

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,703,270 3,684,030

減価償却累計額 △2,857,252 △2,887,548

建物及び構築物（純額） 846,019 796,483

機械装置及び運搬具 2,612,559 2,620,228

減価償却累計額 △1,948,133 △2,079,206

機械装置及び運搬具（純額） 664,426 541,022

土地 5,463,949 5,463,949

リース資産 24,556 14,652

減価償却累計額 △16,229 △8,508

リース資産（純額） 8,327 6,144

建設仮勘定 2,900 ―

その他 456,523 453,011

減価償却累計額 △363,245 △376,238

その他（純額） 93,277 76,773

有形固定資産合計 7,078,898 6,884,372

無形固定資産 196,444 121,735

投資その他の資産

投資有価証券 1,444,044 1,733,879

長期滞留債権 65,586 70,323

繰延税金資産 820,948 405,227

その他 399,952 392,270

貸倒引当金 △65,586 △70,323

投資その他の資産合計 2,664,944 2,531,376

固定資産合計 9,940,286 9,537,482

資産合計 30,477,529 31,849,837
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(単位：千円)

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 8,671,809 8,030,338

電子記録債務 3,388,427 4,861,216

短期借入金 4,919,992 4,826,059

リース債務 4,851 2,015

未払法人税等 74,351 116,182

賞与引当金 225,787 281,062

その他 395,793 438,711

流動負債合計 17,681,011 18,555,584

固定負債

社債 300,000 300,000

長期借入金 584,149 613,921

リース債務 3,476 4,129

再評価に係る繰延税金負債 779,198 779,198

退職給付に係る負債 1,816,172 1,020,779

その他 116,249 124,136

固定負債合計 3,599,244 2,842,163

負債合計 21,280,255 21,397,747

純資産の部

株主資本

資本金 1,512,150 1,512,150

資本剰余金 1,058,008 1,058,008

利益剰余金 5,664,397 6,015,861

自己株式 △244,419 △244,419

株主資本合計 7,990,136 8,341,600

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 319,864 511,415

繰延ヘッジ損益 91 △13

土地再評価差額金 1,538,550 1,538,550

為替換算調整勘定 17,401 △10,960

退職給付に係る調整累計額 △683,659 54,420

その他の包括利益累計額合計 1,192,247 2,093,412

非支配株主持分 14,892 17,077

純資産合計 9,197,274 10,452,090

負債純資産合計 30,477,529 31,849,837
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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：千円)
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 41,675,356 40,335,357

売上原価 36,100,766 34,480,700

売上総利益 5,574,590 5,854,657

販売費及び一般管理費 4,923,232 5,061,279

営業利益 651,358 793,378

営業外収益

受取利息 350 748

受取配当金 34,272 33,596

為替差益 － 1,774

受取賃貸料 20,030 22,100

販売手数料収入 15,594 8,593

持分法による投資利益 10,309 44,038

その他 11,250 5,158

営業外収益合計 91,805 116,008

営業外費用

支払利息 97,747 83,727

手形売却損 22,370 14,534

為替差損 29,367 －

その他 6,746 3,552

営業外費用合計 156,228 101,813

経常利益 586,935 807,573

特別利益

固定資産売却益 2,109 1,051

投資有価証券売却益 － 7,210

特別利益合計 2,109 8,261

特別損失

固定資産除却損 8,130 244

投資有価証券評価損 36,654 －

減損損失 1,500 －

厚生年金基金代行返上損 － 176,920

特別損失合計 46,285 177,164

税金等調整前当期純利益 542,760 638,670

法人税、住民税及び事業税 131,773 182,505

法人税等調整額 186,883 △6,867

法人税等合計 318,656 175,638

当期純利益 224,103 463,032

非支配株主に帰属する当期純利益 692 1,372

親会社株主に帰属する当期純利益 223,411 461,660
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
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 224,103 463,032

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △105,005 192,564

繰延ヘッジ損益 △87 △104

土地再評価差額金 43,795 -

為替換算調整勘定 △11,017 △28,360

退職給付に係る調整額 △621,455 738,079

その他の包括利益合計 △693,770 902,179

包括利益 △469,666 1,365,211

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △471,550 1,362,826

非支配株主に係る包括利益 1,884 2,385
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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：千円)

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 1,512,150 1,058,008 5,649,317 △244,419 7,975,056

当期変動額

剰余金の配当 △209,372 △209,372

親会社株主に帰属する

当期純利益
223,411 223,411

土地再評価差額金の取

崩
1,041 1,041

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 15,080 ― 15,080

当期末残高 1,512,150 1,058,008 5,664,397 △244,419 7,990,136

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

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

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 426,062 178 1,495,795 28,418 △62,204 1,888,249 13,107 9,876,412

当期変動額

剰余金の配当 △209,372

親会社株主に帰属する

当期純利益
223,411

土地再評価差額金の取

崩
1,041

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△106,197 △87 42,755 △11,017 △621,455 △696,002 1,784 △694,218

当期変動額合計 △106,197 △87 42,755 △11,017 △621,455 △696,002 1,784 △679,138

当期末残高 319,864 91 1,538,550 17,401 △683,659 1,192,247 14,892 9,197,274
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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：千円)

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 1,512,150 1,058,008 5,664,397 △244,419 7,990,136

当期変動額

剰余金の配当 △110,196 △110,196

親会社株主に帰属する

当期純利益
461,660 461,660

土地再評価差額金の取

崩
―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 351,465 ― 351,465

当期末残高 1,512,150 1,058,008 6,015,861 △244,419 8,341,600

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

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

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 319,864 91 1,538,550 17,401 △683,659 1,192,247 14,892 9,197,274

当期変動額

剰余金の配当 △110,196

親会社株主に帰属する

当期純利益
461,660

土地再評価差額金の取

崩
―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
191,551 △104 ― △28,360 738,079 901,166 2,185 903,351

当期変動額合計 191,551 △104 ― △28,360 738,079 901,166 2,185 1,254,816

当期末残高 511,415 △13 1,538,550 △10,960 54,420 2,093,412 17,077 10,452,090
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
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 542,760 638,670

減価償却費 370,252 344,288

減損損失 1,500 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,767 1,267

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,343 55,275

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △35,470 268,428

受取利息及び受取配当金 △34,622 △34,344

支払利息及び手形売却損 120,116 98,261

為替差損益（△は益） 21,871 9,252

持分法による投資損益（△は益） △10,309 △44,038

有形固定資産売却損益（△は益） △2,109 △1,051

投資有価証券評価損益（△は益） 36,654 -

投資有価証券売却損益（△は益） - △7,210

有形固定資産除却損 8,130 244

売上債権の増減額（△は増加） △355,952 △1,046,015

たな卸資産の増減額（△は増加） 629,341 101,677

仕入債務の増減額（△は減少） △626,814 834,736

未収消費税等の増減額（△は増加） 5,364 -

未払消費税等の増減額（△は減少） 100,589 5,083

その他の資産の増減額（△は増加） 64,370 39,314

その他の負債の増減額（△は減少） 4,506 14,920

小計 802,069 1,278,757

利息及び配当金の受取額 40,764 67,844

利息の支払額 △98,224 △82,455

手形売却に伴う支払額 △22,370 △14,534

法人税等の支払額 △140,673 △148,553

営業活動によるキャッシュ・フロー 581,566 1,101,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △378,463 △76,176

有形固定資産の売却による収入 2,109 1,051

無形固定資産の取得による支出 △13,427 △14,657

投資有価証券の取得による支出 △13,598 △13,924

投資有価証券の売却による収入 - 11,149

貸付けによる支出 △820 -

貸付金の回収による収入 - 390

その他 9,695 386

投資活動によるキャッシュ・フロー △394,505 △91,780
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(単位：千円)
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)

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） △5,073 △74,086

長期借入れによる収入 390,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △369,279 △388,158

配当金の支払額 △209,027 △109,883

非支配株主への配当金の支払額 △100 △200

リース債務の返済による支出 △4,885 △4,851

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,364 △177,179

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,824 △15,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △37,126 816,501

現金及び現金同等物の期首残高 2,053,064 2,015,938

現金及び現金同等物の期末残高 2,015,938 2,832,439
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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。

(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)を当連結会計年度に適用し、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。

これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

　

(追加情報)

当社及び一部の連結子会社が加入していた「東京金属事業厚生年金基金」は、確定給付企業年金法の施行に伴

い、厚生年金基金の代行部分について、平成28年４月１日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受け、

平成29年３月22日に過去分返上の認可を受けました。

当連結会計年度における損益に与える影響額は176,920千円であり、特別損失に計上しております。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社企業集団の事業区分は、商品及び製品の種類・性質及び販売市場の類似性を考慮し、「ステンレス鋼その他金属

材料の販売事業」「ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業」「機械装置の製造・販売及びエンジニアリン

グ事業」に区分しております。

　なお、各報告セグメントが取扱う製品及びサービスは以下のとおりであります。

事業区分 区分に属する主要な商品等の名称

ステンレス鋼その他金属材料の
販売事業

ステンレス鋼、その他の鉄鋼製品、超合金、チタン

ステンレス鋼その他金属加工製品
の製造・販売事業

ステンレス鋼製ウェザーカバー、ステンレス鋼管製品

機械装置の製造・販売及びエンジ
ニアリング事業

一般産業用機械装置、エンジニアリングサービス

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計処理及び手続に

準拠した方法であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部売上高または振替高は市場実勢価額に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

　 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)

　 （単位：千円）

報告セグメント

調整額
（注）

連結
財務諸表
計上額

ステンレス鋼
その他金属材
料の販売事業

ステンレス鋼
その他金属加
工製品の製造
・販売事業

機械装置の製
造・販売及び
エンジニアリ
ング事業

計

売上高

外部顧客への
売上高

39,882,030 1,159,028 634,298 41,675,356 ― 41,675,356

セグメント間の内部
売上高又は振替高

413,472 161,260 7,604 582,336 △582,336 ―

計 40,295,502 1,320,288 641,902 42,257,692 △582,336 41,675,356

セグメント利益又は損
失(△)

482,721 164,497 △10,840 636,377 14,981 651,358

セグメント資産 30,102,342 1,177,457 322,137 31,601,936 △1,124,408 30,477,529

その他の項目

減価償却費 319,252 51,358 639 371,250 △997 370,252

持 分 法 適 用 会 社 へ の
投資額

389,233 ― ― 389,233 ― 389,233

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

354,417 32,975 ― 387,391 △1,104 386,287

　 (注)調整額は以下のとおりであります。

　 (1)セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間の取引消去であります。

　 (2)セグメント資産の調整額は、セグメント間の債権債務消去であります。

　 (3)減価償却費の調整額は、セグメント間の未実現利益の消去であります。

(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間の未実現利益の調整であります。
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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：千円）

報告セグメント

調整額
（注）

連結
財務諸表
計上額

ステンレス鋼
その他金属材
料の販売事業

ステンレス鋼
その他金属加
工製品の製造
・販売事業

機械装置の製
造・販売及び
エンジニアリ
ング事業

計

売上高

外部顧客への
売上高

38,596,507 1,093,539 645,312 40,335,357 ― 40,335,357

セグメント間の内部
売上高又は振替高

392,628 167,953 482 561,062 △561,062 ―

計 38,989,135 1,261,491 645,794 40,896,420 △561,062 40,335,357

セグメント利益 608,293 158,310 18,109 784,712 8,665 793,378

セグメント資産 31,452,862 1,130,074 519,524 33,102,460 △1,252,623 31,849,837

その他の項目

減価償却費 294,804 50,651 549 346,005 △1,101 344,903

持 分 法 適 用 会 社 へ の
投資額

399,732 ― ― 399,732 ― 399,732

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

83,634 10,347 550 94,531 △114 94,416

　(注)調整額は以下のとおりであります。

　 (1)セグメント利益の調整額は、セグメント間の取引消去であります。

　 (2)セグメント資産の調整額は、セグメント間の債権債務消去であります。

　 (3)減価償却費の調整額は、セグメント間の未実現利益の消去であります。

　 (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間の未実現利益の調整であります。

(関連情報)

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)

１ 製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。
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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)

１ 製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

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)

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

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)

　該当事項はありません。

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

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)

該当事項はありません。

　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)

　 該当事項はありません。

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

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)

　該当事項はありません。

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)

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

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)

１株当たり純資産額 833円28銭

１株当たり当期純利益金額 20円27銭

１株当たり純資産額 946円95銭

１株当たり当期純利益金額 41円89銭

なお、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。

なお、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。

算定上の基礎 算定上の基礎

１ １株当たり純資産

純資産の部の合計額 9,197,274千円

純資産の部の合計額から控
除する金額

14,892千円

(うち非支配株主持分) (14,892千円)

普通株式に係る期末の純資
産額

9,182,382千円

１株当たり純資産額の算定
に用いられた期末の普通株
式の数

11,019,573株

２ １株当たり当期純利益金
額

親会社株主に帰属する当期
純利益

223,411千円

普通株主に帰属しない金額 ―

普通株式に係る親会社株主
に帰属する当期純利益

223,411千円

普通株式の期中平均株式数 11,019,573株

１ １株当たり純資産

純資産の部の合計額 10,452,090千円

純資産の部の合計額から控
除する金額

17,077千円

(うち非支配株主持分) (17,077千円)

普通株式に係る期末の純資
産額

10,435,012千円

１株当たり純資産額の算定
に用いられた期末の普通株
式の数

11,019,573株

２ １株当たり当期純利益金
額
親会社株主に帰属する当期
純利益

461,660千円

普通株主に帰属しない金額 ―

普通株式に係る親会社株主
に帰属する当期純利益

461,660千円

普通株式の期中平均株式数 11,019,573株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

４．その他

(役員の異動)

　 執行役員の異動につきましては、平成29年４月21日に開示しました「執行役員の異動及び人事異動に関するお知

らせ」をご確認の程、お願い致します。
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