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1. 平成29年12月期第1四半期の連結業績（平成29年1月1日～平成29年3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12月期第1四半期 2,209 ― 263 ― 270 ― 193 ―

28年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 29年12月期第1四半期　　179百万円 （―％） 28年12月期第1四半期　　―百万円 （―％）

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 70.13 66.27

28年12月期第1四半期 ― ―

（注）１．当社は、平成28年12月期第１四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成28年12月期第１四半期の業績及び平成29年12

　　　　　月期第１四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

　　　２．当社は、平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、平成29年12月期の期首に当該株式分割が行われ

　　　　　たと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。

(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12月期第1四半期 4,154 1,731 41.7

28年12月期 3,708 1,546 41.7

（参考）自己資本 29年12月期第1四半期 1,731百万円 28年12月期 1,546百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

29年12月期 ―

29年12月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

（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月期の連結業績予想（平成29年 1月 1日～平成29年12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 7,593 10.4 303 39.0 359 25.7 251 54.6 90.96

（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）当社は、平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。平成29年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、

　　　１株当たり当期純利益を算定しております。



※ 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（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

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12月期1Q 2,771,000 株 28年12月期 2,757,400 株

② 期末自己株式数 29年12月期1Q ― 株 28年12月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期1Q 2,764,750 株 28年12月期1Q ― 株

（注）１．当社は、第１四半期の業績開示を平成29年12月期より行っているため、平成28年12月期第１四半期の期中平均株式数を記載しておりません。

　　　２．当社は、平成28年９月21日付で普通株式１株につき100株の割合で、平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行って

　　　　　おりますが、平成28年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、発行済株式数（普通株式）を記載しております。

※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

平成29年12月期の通期の業績予想は、今後の市場動向及び事業環境が不透明であることから、据え置きますが、変動が生じた場合、速やかにお知らせいたし
ます。
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１．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,212,782 1,598,176

受取手形及び売掛金 1,180,937 1,224,504

電子記録債権 28,286 35,695

たな卸資産 302,085 279,279

前渡金 303,092 304,050

未収入金 186,182 180,703

繰延税金資産 28,625 45,878

その他 52,083 62,811

貸倒引当金 △237 △277

流動資産合計 3,293,838 3,730,822

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 36,992 36,992

減価償却累計額 △24,178 △24,647

建物及び構築物（純額） 12,814 12,344

工具、器具及び備品 719,450 714,759

減価償却累計額 △612,552 △601,497

工具、器具及び備品（純額） 106,897 113,261

土地 639 639

リース資産 5,170 5,170

減価償却累計額 △4,960 △5,000

リース資産（純額） 209 170

有形固定資産合計 120,561 126,416

無形固定資産

のれん 34,908 27,856

その他 23,128 26,755

無形固定資産合計 58,037 54,612

投資その他の資産

投資有価証券 24,389 25,026

長期差入保証金 72,012 76,518

繰延税金資産 54,253 54,676

保険積立金 76,541 76,132

その他 8,743 10,673

投資その他の資産合計 235,940 243,026

固定資産合計 414,539 424,055

資産合計 3,708,377 4,154,878
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 394,574 647,366

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 85,004 85,004

リース債務 165 165

未払金 65,206 55,101

未払費用 116,783 100,202

未払法人税等 95,712 92,970

未払消費税等 79,607 83,159

賞与引当金 ― 50,085

前受金 952,601 997,037

その他 86,610 63,126

流動負債合計 1,916,263 2,214,219

固定負債

社債 20,000 ―

長期借入金 38,732 17,481

リース債務 55 13

退職給付に係る負債 119,903 125,046

長期未払金 66,778 66,741

固定負債合計 245,468 209,282

負債合計 2,161,732 2,423,501

純資産の部

株主資本

資本金 483,470 486,075

資本剰余金 255,970 258,575

利益剰余金 823,957 1,017,849

株主資本合計 1,563,398 1,762,500

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 984 1,368

繰延ヘッジ損益 △17,737 △32,491

その他の包括利益累計額合計 △16,752 △31,123

純資産合計 1,546,645 1,731,376

負債純資産合計 3,708,377 4,154,878
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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１四半期連結累計期間

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

売上高 2,209,157

売上原価 1,596,016

売上総利益 613,141

販売費及び一般管理費 349,798

営業利益 263,342

営業外収益

受取利息及び配当金 63

為替差益 3,091

保険解約返戻金 3,817

その他 1,450

営業外収益合計 8,423

営業外費用

支払利息 874

その他 302

営業外費用合計 1,177

経常利益 270,588

税金等調整前四半期純利益 270,588

法人税、住民税及び事業税 87,930

法人税等調整額 △11,233

法人税等合計 76,696

四半期純利益 193,892

非支配株主に帰属する四半期純利益 ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 193,892
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

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

四半期純利益 193,892

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 383

繰延ヘッジ損益 △14,754

その他の包括利益合計 △14,370

四半期包括利益 179,521

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 179,521

非支配株主に係る四半期包括利益 ―
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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）

該当事項はありません。
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