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1. 平成30年1月期第1四半期の連結業績（平成29年2月1日～平成29年4月30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 ％

30年1月期第1四半期 21,476 △9.3 1,627 △29.1 1,632 △30.2 1,077 △32.5

29年1月期第1四半期 23,675 2.4 2,294 △3.1 2,338 △2.6 1,597 △4.8

（注）包括利益 30年1月期第1四半期　　1,086百万円 （△31.3％） 29年1月期第1四半期　　1,580百万円 （△20.5％）

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

30年1月期第1四半期 22.40 ―

29年1月期第1四半期 33.20 ―

(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 ％

30年1月期第1四半期 43,943 23,619 53.7

29年1月期 41,205 23,110 56.1

（参考）自己資本 30年1月期第1四半期 23,619百万円 29年1月期 23,110百万円

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

29年1月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00

30年1月期 ―

30年1月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

（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30年 1月期の連結業績予想（平成29年 2月 1日～平成30年 1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) 39,000 3.0 2,350 △16.4 2,380 △17.7 1,610 △16.8 33.47

通期 73,400 3.7 4,200 6.9 4,300 4.5 2,850 8.5 59.24

（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) 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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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） 30年1月期1Q 48,424,071 株 29年1月期 48,424,071 株

② 期末自己株式数 30年1月期1Q 314,721 株 29年1月期 314,337 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年1月期1Q 48,109,556 株 29年1月期1Q 48,110,685 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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等については、【添付資料】Ｐ.2「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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

　四半期決算補足資料は平成29年6月9日(金)に当社ホームページに掲載いたします。
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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１四半期連結累計期間（平成29年２月１日～平成29年４月30日）におけるわが国経済は、

雇用情勢が改善し、企業収益も改善傾向にあり、緩やかな回復基調が継続しました。

当ディスプレイ業界の事業環境につきましては、設備投資に持ち直しの動きがみられる等、引

き続き堅調に推移しました。

このような状況のもと当グループは、中期経営計画（平成28年１月期～平成30年１月期）に基

づき、安定・確実な成長を持続させるとともに、優れた価値創出で他を圧倒することを目標に、

事業活動を展開してまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の受注高は193億70百万円（前年同四半期比13.5％増）

となりましたが、翌四半期以降へ繰り越す受注案件も多く、売上高は214億76百万円（前年同四

半期比9.3％減）となりました。

また、売上高の減少及び売上総利益率の悪化に伴い、営業利益は16億27百万円（前年同四半期

比29.1％減）、経常利益は16億32百万円（前年同四半期比30.2％減）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は10億77百万円（前年同四半期比32.5％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産の部）

　資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて6.6％増加し、439億43百万円となりました。

これは、主に現金預金が37億60百万円減少したものの、受取手形・完成工事未収入金等が36億49

百万円、未成工事支出金等が20億24百万円それぞれ増加したことによるものであります。

（負債の部）

　負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて12.3％増加し、203億24百万円となりまし

た。これは、主に未払法人税等が４億81百万円減少したものの、支払手形・工事未払金等が26億

２百万円増加したことによるものであります。

（純資産の部）

　純資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて2.2％増加し、236億19百万円となりまし

た。これは、主に剰余金の配当を５億77百万円行ったものの、親会社株主に帰属する四半期純利

益を10億77百万円計上したため、利益剰余金が５億円増加したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

概ね計画どおりに進捗しており、平成29年３月10日に発表した、平成30年１月期の業績予想に

変更はありません。
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２．四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29年１月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年４月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 14,196,468 10,435,477

受取手形・完成工事未収入金等 8,247,197 11,896,565

有価証券 1,999,837 2,499,848

未成工事支出金等 7,552,814 9,577,392

その他 1,056,433 1,025,727

貸倒引当金 △29,513 △33,548

流動資産合計 33,023,237 35,401,461

固定資産

有形固定資産 1,016,531 1,161,061

無形固定資産 187,479 162,789

投資その他の資産

退職給付に係る資産 1,959,080 2,027,476

その他 5,824,780 5,981,764

貸倒引当金 △805,498 △790,694

投資その他の資産合計 6,978,361 7,218,546

固定資産合計 8,182,372 8,542,397

資産合計 41,205,610 43,943,858

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 7,975,475 10,577,889

短期借入金 56,488 155,759

1年内償還予定の社債 600,000 1,050,000

未払法人税等 1,063,267 581,794

未成工事受入金 3,618,259 3,555,822

賞与引当金 852,586 460,535

その他の引当金 299,811 157,398

その他 1,704,379 2,466,492

流動負債合計 16,170,268 19,005,692

固定負債

社債 500,000 －

長期借入金 100,000 －

退職給付に係る負債 13,809 14,465

引当金 77,247 59,296

その他 1,234,043 1,245,376

固定負債合計 1,925,101 1,319,137

負債合計 18,095,369 20,324,830

純資産の部

株主資本

資本金 4,026,750 4,026,750

資本剰余金 4,024,974 4,024,974

利益剰余金 14,224,952 14,725,083

自己株式 △76,166 △76,527

株主資本合計 22,200,510 22,700,280

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,106,851 1,086,809

繰延ヘッジ損益 △455 －

為替換算調整勘定 70,651 78,759

退職給付に係る調整累計額 △267,317 △246,819

その他の包括利益累計額合計 909,729 918,748

純資産合計 23,110,240 23,619,028

負債純資産合計 41,205,610 43,943,858
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自  平成28年２月１日
  至  平成28年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成29年２月１日
  至  平成29年４月30日)

売上高 23,675,278 21,476,666

売上原価 19,482,350 17,785,776

売上総利益 4,192,927 3,690,890

販売費及び一般管理費 1,898,816 2,063,357

営業利益 2,294,111 1,627,533

営業外収益

受取保険金 3,240 16,194

仕入割引 15,158 11,605

移転補償金 25,000 －

その他 21,452 18,479

営業外収益合計 64,851 46,278

営業外費用

為替差損 5,190 6,786

支払保証料 3,051 6,157

損害賠償金 1,859 22,779

その他 10,051 5,600

営業外費用合計 20,153 41,324

経常利益 2,338,809 1,632,487

特別利益

投資有価証券売却益 14,051 －

特別利益合計 14,051 －

特別損失

投資有価証券売却損 1,063 －

投資有価証券評価損 63 －

ゴルフ会員権評価損 500 －

特別損失合計 1,626 －

税金等調整前四半期純利益 2,351,234 1,632,487

法人税、住民税及び事業税 740,911 550,552

法人税等調整額 13,227 4,487

法人税等合計 754,138 555,039

四半期純利益 1,597,095 1,077,447

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,597,095 1,077,447
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自  平成28年２月１日
  至  平成28年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成29年２月１日
  至  平成29年４月30日)

四半期純利益 1,597,095 1,077,447

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △25,298 △20,042

繰延ヘッジ損益 △7,923 455

為替換算調整勘定 4,715 8,107

退職給付に係る調整額 12,068 20,498

持分法適用会社に対する持分相当額 196 －

その他の包括利益合計 △16,242 9,018

四半期包括利益 1,580,852 1,086,466

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,580,852 1,086,466
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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。

（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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