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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6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3月期第1四半期 6,560 11.8 182 650.0 328 225.7 216 278.6

29年3月期第1四半期 5,869 △3.8 24 ― 100 △60.4 57 △69.3

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　416百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△218百万円 （―％）

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

30年3月期第1四半期 4.48 ―

29年3月期第1四半期 1.18 ―

(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3月期第1四半期 64,629 45,456 65.9

29年3月期 64,463 45,184 65.7

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 42,618百万円 29年3月期 42,358百万円

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3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） ― ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成30年3月期の第2四半期末以降の配当については未定であります。

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）

平成30年3月期の業績予想につきましては、合理的な算定・予想が可能となった時点で速やかに開示いたします。

※詳細は、添付資料2ページ「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。



※ 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 ： 有

(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3月期1Q 51,755,478 株 29年3月期 51,755,478 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 3,355,563 株 29年3月期 3,355,553 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 48,399,915 株 29年3月期1Q 48,401,242 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、
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2ページ「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。
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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におけるわが国経済は、民間設備投資にやや回復の動きがみられるものの、個人消

費や公共投資が盛り上がりに欠けるなど、景気回復の足取りが鈍い状態で推移しました。また、輸出関連産業を

中心に企業業績が改善しているものの、東アジアや欧米における今後の政治経済情勢などが不透明なことから、

景気の先行きは予断を許さない状況にあります。

　線材加工製品業界におきましては、建築分野及び電力通信分野の需要がやや回復傾向にありますが、土木分野

の需要低迷に加え、獣害防護柵に関する公共予算の一層の縮小等により、市場環境は依然として厳しい状況が継

続しています。また、線材ロッド価格の高騰や亜鉛価格の上昇等、急激かつ大幅なコストプッシュに直面してお

り、これらの調達コスト増を製品価格に適切かつタイムリーに転嫁することが収益を確保する上で不可欠となっ

ています。

　このような状況の中、当社グループは収益改善に向けて積極的に取り組み、販売面におきましては、販売数量

の増加並びに品種構成の好転を含めた販売価格の改善により、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,560百万円

と前年同期に比べ690百万円（11.8％）の増収となりました。

　利益面におきましては、販売面の要素に加え、増産及び償却費減による固定費負担の減少等により、営業利益

は182百万円と前年同期に比べ158百万円（650.0%）の増益、経常利益は328百万円と前年同期に比べ227百万

（225.7％）の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は216百万円と前年同期に比べ159百万円（278.6%）の増

益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は64,629百万円となり、前連結会計年度末に比べ165百万円の増加となり

ました。流動資産は29,311百万円となり、前連結会計年度末に比べ442百万円の増加となりました。これは主に現

金及び預金の増加によるものです。固定資産は35,317百万円となり、前連結会計年度末に比べ277百万円の減少と

なりました。これは主に投資有価証券と有形固定資産の減少によるものです。

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は19,173百万円となり、前連結会計年度末に比べ106百万円の減少とな

りました。流動負債は9,475百万円となり、前連結会計年度末に比べ13百万円の増加となりました。これは主に未

払金の増加が未払法人税等の減少を上回ったことによるものです。固定負債は9,697百万円となり、前連結会計年

度末に比べ119百万円の減少となりました。これは主に長期借入金の減少によるものです。

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は45,456百万円となり、前連結会計年度末に比べ271百万円の増加と

なりました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加によるものです。この結果、自己資本比率は65.9％と

なりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、主原料価格及び製品価格の動向が不透明であること等から、現時点では当社と

して合理的な算定・予想を行うことができません。従いまして、平成30年３月期の業績予想につきましては未定

とし、合理的な算定が可能となった時点で速やかに開示いたします。
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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３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,144,861 10,551,982

受取手形及び売掛金 7,601,956 7,449,624

電子記録債権 1,844,496 1,711,458

有価証券 735,882 631,239

製品 5,070,340 5,323,792

仕掛品 860,450 894,006

原材料及び貯蔵品 2,095,174 2,187,603

繰延税金資産 230,805 233,387

その他 289,762 333,132

貸倒引当金 △4,537 △4,362

流動資産合計 28,869,192 29,311,865

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,309,833 4,252,993

機械装置及び運搬具（純額） 3,646,111 3,647,446

土地 9,110,955 9,110,955

建設仮勘定 197,742 137,340

その他（純額） 119,948 118,019

有形固定資産合計 17,384,590 17,266,754

無形固定資産

ソフトウエア 696,886 647,086

ソフトウエア仮勘定 11,130 16,830

その他 4,806 4,692

無形固定資産合計 712,823 668,609

投資その他の資産

投資有価証券 15,490,030 15,386,596

長期貸付金 494,266 493,340

退職給付に係る資産 148,176 151,094

繰延税金資産 546 -

破産更生債権等 169,785 165,024

その他 1,290,304 1,282,630

貸倒引当金 △95,896 △96,719

投資その他の資産合計 17,497,212 17,381,965

固定資産合計 35,594,626 35,317,329

資産合計 64,463,819 64,629,195
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,976,107 3,256,988

電子記録債務 2,100,940 2,179,827

短期借入金 1,397,908 1,296,523

1年内返済予定の長期借入金 964,000 946,000

未払金 812,961 1,072,221

未払法人税等 368,036 135,984

賞与引当金 214,004 63,878

その他 628,046 524,014

流動負債合計 9,462,005 9,475,438

固定負債

長期借入金 6,705,000 6,496,000

繰延税金負債 1,087,927 1,168,549

役員退職慰労引当金 149,279 153,731

退職給付に係る負債 1,825,061 1,829,471

その他 49,895 49,895

固定負債合計 9,817,163 9,697,646

負債合計 19,279,169 19,173,085

純資産の部

株主資本

資本金 10,720,068 10,720,068

資本剰余金 10,888,051 10,888,051

利益剰余金 20,495,062 20,566,863

自己株式 △1,020,810 △1,020,812

株主資本合計 41,082,372 41,154,170

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,085,382 1,271,969

為替換算調整勘定 321,067 313,852

退職給付に係る調整累計額 △130,085 △121,846

その他の包括利益累計額合計 1,276,364 1,463,974

非支配株主持分 2,825,912 2,837,965

純資産合計 45,184,650 45,456,110

負債純資産合計 64,463,819 64,629,195
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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４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 5,869,854 6,560,800

売上原価 4,871,476 5,340,001

売上総利益 998,378 1,220,799

販売費及び一般管理費 973,977 1,037,806

営業利益 24,400 182,992

営業外収益

受取利息 39,381 36,638

受取配当金 110,312 131,055

有価証券売却益 - 4,425

持分法による投資利益 2,349 -

受取賃貸料 8,231 7,387

雑収入 25,078 27,106

営業外収益合計 185,354 206,612

営業外費用

支払利息 20,013 16,795

有価証券売却損 10,927 -

持分法による投資損失 - 30,175

為替差損 59,797 -

雑支出 18,212 14,268

営業外費用合計 108,949 61,240

経常利益 100,804 328,365

特別利益

固定資産売却益 8 -

特別利益合計 8 -

特別損失

投資有価証券評価損 9,319 -

固定資産除売却損 10,248 298

解体撤去費用 5,426 547

特別損失合計 24,994 845

税金等調整前四半期純利益 75,819 327,519

法人税等 25,391 90,554

四半期純利益 50,427 236,964

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△6,892 19,964

親会社株主に帰属する四半期純利益 57,320 216,999

決算短信（宝印刷） 2017年07月25日 08時27分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



日亜鋼業株式会社(5658) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

― 6 ―

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４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 50,427 236,964

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △243,364 186,177

為替換算調整勘定 △37,038 △20,324

退職給付に係る調整額 11,563 10,694

持分法適用会社に対する持分相当額 △433 3,150

その他の包括利益合計 △269,273 179,697

四半期包括利益 △218,845 416,662

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △189,186 404,609

非支配株主に係る四半期包括利益 △29,658 12,052
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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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