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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 10,815 15.2 325 ― 341 ― 227 ―

29年3月期第1四半期 9,391 △7.5 23 △73.5 4 △96.2 △32 ―

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　264百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△85百万円 （―％）

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 20.56 ―

29年3月期第1四半期 △2.87 ―

(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 31,959 10,605 33.1

29年3月期 31,850 10,452 32.8

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 10,588百万円 29年3月期 10,435百万円

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 ― 10.00 13.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 4.00 ― 8.00 12.00

（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 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）

（％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

第2四半期(累計)
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（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3月期1Q 12,000,000 株 29年3月期 12,000,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 980,427 株 29年3月期 980,427 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 11,019,573 株 29年3月期1Q 11,019,573 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

・本資料に掲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については、添付
資料２ページの「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（平成29年４月１日～平成29年６月30日）におけるわが国経済は、政府による経済政策を背景とし

て、企業収益や雇用情勢の改善が見られる一方で、欧州や北東アジアの地政学リスクへの懸念が拭えないことに加

え、新興国経済の減速などもあり、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

当社企業集団の属するステンレス鋼業界におきましては、ニッケルをはじめとした原料価格が弱含みとなったも

のの、需給タイトな状況からステンレス鋼市況は安定した推移となりました。

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、高付加価値商品の販売にも積極的に取り組み、受注・

販売量の拡大に努めました。その結果、売上高は前年同期に比べ15.2％増加の10,815百万円となりました。利益面

につきましては、引き続き市況に対応した販売価格の改定に努めた結果、売上総利益率が上昇し、前年同期に比べ

営業利益は13.9倍の325百万円、経常利益は95.4倍の341百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純損益

は税金費用を差し引いた結果、227百万円（前年同期は32百万円の損失）を計上しました。

なお、セグメント別の状況は以下のとおりです。

　

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ついては、前年同期に比べ販売数量が9.9％増加し販売価格も3.3％上昇したことなどによ

り、売上高は前年同期に比べ14.7％増加の10,473百万円となりました。営業利益は数量効果に加え、在庫販売に注

力した結果、売上総利益率が向上したため、前年同期に比べ15.1倍の301百万円となりました。

ステンレス鋼その他金属加工製品の製造・販売事業

中国における造管事業は主力の自動車関連向けが減少したものの、国内建築分野のステンレス加工品販売は引き

続き好調に推移したため、売上高は前年同期に比べ18.3％増加の255百万円となりました。営業利益は材料費や製

造経費の低減によって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効果もあり前年同期に比

べ33.9％増加の42百万円を計上しました。

機械装置の製造・販売及びエンジニアリング事業

当第１四半期は化学向けを中心にほぼ計画どおりの売上計上となったため、売上高は前年同期に比べ2.0倍の87

百万円となりました。しかしながら、営業損益は販売費及び一般管理費を売上総利益で賄うことができず18百万円

の損失（前年同期は31百万円の損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

①資産

資産合計は、現金及び預金が275百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が448百万円、投資有価証券が71

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0.3％増加し31,959百万円となりました。

②負債

負債合計は、電子記録債務が333百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が254百万円、引当金が122百万円

減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ0.2％減少し21,354百万円となりました。

③純資産

純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上227百万円、その他有価証券評価差額金40百万円の増

加及び利益剰余金の配当110百万円などにより、前連結会計年度末に比べ1.5％増加し10,605百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の連結業績につきましては、平成29年５月12日に公表しました連結業績予想から変更はありませ

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 2,832,439 2,557,343

受取手形及び売掛金 12,003,431 12,451,799

商品及び製品 6,763,039 6,748,947

仕掛品 47,977 64,014

原材料及び貯蔵品 66,071 62,280

繰延税金資産 122,452 69,134

その他 481,016 475,470

貸倒引当金 △4,070 △4,286

流動資産合計 22,312,355 22,424,701

固定資産

有形固定資産

土地 5,463,949 5,463,949

その他（純額） 1,420,423 1,409,994

有形固定資産合計 6,884,372 6,873,943

無形固定資産 121,735 103,932

投資その他の資産

投資有価証券 1,733,879 1,804,475

長期滞留債権 70,323 58,623

繰延税金資産 405,227 359,634

その他 392,270 392,386

貸倒引当金 △70,323 △58,623

投資その他の資産合計 2,531,376 2,556,495

固定資産合計 9,537,482 9,534,370

資産合計 31,849,837 31,959,070

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,030,338 7,776,832

電子記録債務 4,861,216 5,194,370

短期借入金 4,826,059 4,781,317

未払法人税等 116,182 37,099

引当金 281,062 159,155

その他 440,726 611,045

流動負債合計 18,555,584 18,559,818

固定負債

社債 300,000 300,000

長期借入金 613,921 634,036

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 1,020,779 952,207

その他 128,265 128,388

固定負債合計 2,842,163 2,793,829

負債合計 21,397,747 21,353,647
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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)

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 6,015,861 6,132,257

自己株式 △244,419 △244,419

株主資本合計 8,341,600 8,457,996

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 511,415 551,708

繰延ヘッジ損益 △13 328

土地再評価差額金 1,538,550 1,538,550

為替換算調整勘定 △10,960 △20,268

退職給付に係る調整累計額 54,420 60,071

その他の包括利益累計額合計 2,093,412 2,130,389

非支配株主持分 17,077 17,039

純資産合計 10,452,090 10,605,423

負債純資産合計 31,849,837 31,959,070
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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 9,391,284 10,815,044

売上原価 8,097,680 9,184,404

売上総利益 1,293,604 1,630,639

販売費及び一般管理費

給料手当及び賞与 410,487 417,406

賞与引当金繰入額 83,247 140,582

退職給付費用 89,844 32,577

荷造運搬費 210,915 216,853

その他 475,690 498,697

販売費及び一般管理費合計 1,270,183 1,306,116

営業利益 23,421 324,523

営業外収益

受取利息 59 60

受取配当金 14,560 16,276

受取賃貸料 6,500 4,550

為替差益 － 1,332

持分法による投資利益 4,658 9,315

その他 5,098 6,281

営業外収益合計 30,875 37,814

営業外費用

支払利息 21,885 18,765

為替差損 24,578 －

手形売却損 3,800 2,839

その他 463 45

営業外費用合計 50,726 21,649

経常利益 3,571 340,689

特別利益

固定資産売却益 185 －

特別利益合計 185 －

特別損失

固定資産除却損 － 15

特別損失合計 － 15

税金等調整前四半期純利益 3,756 340,674

法人税、住民税及び事業税 11,346 35,101

法人税等調整額 24,142 78,766

法人税等合計 35,488 113,867

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,733 226,806

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（△）

△74 215

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△31,659 226,591
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,733 226,806

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △55,959 40,439

繰延ヘッジ損益 △806 341

為替換算調整勘定 △17,495 △9,309

退職給付に係る調整額 20,528 5,651

その他の包括利益合計 △53,731 37,123

四半期包括利益 △85,464 263,929

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △85,011 263,568

非支配株主に係る四半期包括利益 △453 362
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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。

（セグメント情報等）

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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

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

合計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 9,132,221 215,898 43,165 9,391,284

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

29,215 71,048 482 100,746

計 9,161,437 286,946 43,647 9,492,030

セグメント利益又は損失(△) 19,957 31,117 △30,875 20,199

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利 益 金 額

報告セグメント計 20,199

セグメント間取引消去 3,222

四半期連結損益計算書の営業利益 23,421
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株式会社ＵＥＸ(9888) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

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

合計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 10,472,941 255,478 86,625 10,815,044

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

58,452 27,945 235 86,633

計 10,531,393 283,423 86,860 10,901,676

セグメント利益又は損失(△) 300,942 41,655 △17,893 324,704

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利 益 金 額

報告セグメント計 324,704

セグメント間取引消去 △180

四半期連結損益計算書の営業利益 324,523
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