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(百万円未満切捨て)

1．平成29年12月期第2四半期の業績（平成29年1月1日～平成29年6月30日）
（1）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年12月期 第2四半期 25,819 5.4 2,023 27.8 2,017 27.5 1,374 53.7

28年12月期 第2四半期 24,496 △0.5 1,582 △4.1 1,581 △4.1 894 △15.2
　

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2四半期 62.54 －

28年12月期 第2四半期 40.69 －

　

　
（2）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2四半期 34,051 25,921 76.1

28年12月期 31,362 25,137 80.2

(参考) 自己資本 29年12月期第2四半期25,921 百万円 28年12月期25,137 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 － 25.00 － 25.00 50.00

29年12月期 － 25.00

29年12月期(予想) － 25.00 50.00

(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 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 50,100 1.7 3,600 6.9 3,600 7.1 2,400 10.6 109.23

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（1）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（2）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

（3）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 2Ｑ 24,182,109株 28年12月期 24,182,109株

② 期末自己株式数 29年12月期 2Ｑ 2,212,692株 28年12月期 2,212,460株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期 2Ｑ 21,969,599株 28年12月期 2Ｑ 21,970,175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P.3「（3）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2四半期累計期間（平成29年1月1日～平成29年6月30日）における当社を取り巻く事業環境は、雇用・所得環

境の改善が続くなか、企業収益の改善を背景に設備投資にも持ち直しの動きがみられ、緩やかな回復基調で推移い

たしました。一方で当社の主要顧客であります小売業界におきましては、個人消費の節約志向が続くなか、業種・

業態を超えた企業間競争の激化など、お客様の事業環境は大きく変化しており、予断を許さない状況が続いており

ます。

このような状況の下、当社は中期経営計画に基づき、安定した利益を確保するため、収益性及び生産性の向上を

目的とした社内体制の整備・強化を行ってまいりました。

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は258億19百万円（前年同四半期比5.4％増）、営業利益は20億23百万円

（前年同四半期比27.8％増）、経常利益は20億17百万円（前年同四半期比27.5％増）、四半期純利益は13億74百万

円（前年同四半期比53.7％増）となりました。

なお、当社はディスプレイ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載に代えて、市場分野別に記

載しております。

市場分野別の売上高は次の通りであります。

区分

前第2四半期累計期間
(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28年 6月30日)

当第2四半期累計期間
(自 平成29年 1月 1日
　至 平成29年 6月30日)

増減

売上高
(百万円)

構成比
(％)

売上高
(百万円)

構成比
(％)

売上高
(百万円)

増減率
(％)

複合商業施設

　・総合スーパー
3,592 14.7 4,587 17.8 994 27.7

食品スーパー

　・コンビニエンスストア
2,453 10.0 3,396 13.2 942 38.4

各種専門店 12,022 49.1 12,821 49.7 798 6.6

飲食店 3,949 16.1 2,711 10.5 △1,237 △31.3

サービス等 2,479 10.1 2,302 8.8 △176 △7.1

合計 24,496 100.0 25,819 100.0 1,322 5.4

当第2四半期累計期間における市場分野別の主な状況は、複合商業施設・総合スーパー分野では、消費者ニーズの

変化に対応した既存店活性化の取り組みが行われました。また、食品スーパー・コンビニエンスストア分野では、

店舗再編の動きが活発化したこと等により、両分野ともに改装案件による受注が増加いたしました。飲食店分野で

は、原材料価格の上昇や人手不足によるコスト上昇等から出店抑制の影響を受け、受注が減少いたしました。
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（2）財政状態に関する説明

① 資産、負債、純資産の状況

　（資産）

当第2四半期会計期間末における資産は、340億51百万円（前事業年度比26億89百万円増）となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ27億59百万円増加し、231億65百万円となりました。主な要因は、現金及び預

金が14億49百万円、完成工事未収入金が4億57百万円、未成工事支出金が9億40百万円増加したことによるもので

す。

固定資産は、前事業年度末に比べ70百万円減少し、108億86百万円となりました。主な要因は、有形固定資産が

13百万円、無形固定資産が6百万円それぞれ増加したものの、投資その他の資産が90百万円減少したことによるも

のです。

　（負債）

当第2四半期会計期間末における負債は、81億29百万円（前事業年度比19億4百万円増）となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ18億90百万円増加し、61億85百万円となりました。主な要因は、工事未払金

が16億50百万円増加したことによるものです。

固定負債は、前事業年度末に比べ14百万円増加し、19億44百万円となりました。主な要因は、退職給付引当金

が11百万円増加したことによるものです。

　（純資産）

当第2四半期会計期間末における純資産は、259億21百万円（前事業年度比7億84百万円増）となりました。主な

要因は、利益剰余金が8億24百万円増加したことによるものです。

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ15億69百万円増加し、122億76百万

円（前事業年度比14.7％増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、20億71百万円の収入（前年同四半期累計期間は32億10百万円の収入）

となりました。主な支出要因は、たな卸資産が9億40百万円増加したこと、及び法人税等の支払が4億98百万円あ

ったことによるものです。主な収入要因は、税引前四半期純利益の計上が20億17百万円あったこと、及び仕入債

務が16億50百万円増加したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、47百万円の収入（前年同四半期累計期間は7百万円の収入）となりまし

た。主な要因は、有形固定資産の取得により42百万円、無形固定資産の取得により26百万円を支出したものの、

定期預金の払戻による収入が1億20百万円あったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、5億49百万円の支出（前年同四半期累計期間は5億91百万円の支出）と

なりました。主な要因は、配当金の支払が5億48百万円あったことによるものです。

（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成29年2月9日発表の通期の業績予想に変更はありません。
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2．四半期財務諸表及び主な注記

（1）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当第2四半期会計期間
(平成29年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,107,073 12,556,900

受取手形 1,603,298 1,419,261

完成工事未収入金 5,399,637 5,857,344

未成工事支出金 2,034,241 2,975,235

材料及び貯蔵品 7,845 7,486

その他 258,864 353,249

貸倒引当金 △5,100 △4,300

流動資産合計 20,405,861 23,165,177

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,999,083 2,982,122

土地 5,531,601 5,564,647

その他（純額） 181,353 178,320

有形固定資産合計 8,712,039 8,725,090

無形固定資産 117,881 124,813

投資その他の資産

その他 2,130,913 2,036,252

貸倒引当金 △4,445 －

投資その他の資産合計 2,126,468 2,036,252

固定資産合計 10,956,389 10,886,156

資産合計 31,362,250 34,051,334

負債の部

流動負債

工事未払金 1,702,482 3,353,173

短期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 548,488 777,140

賞与引当金 83,770 225,552

完成工事補償引当金 39,394 37,871

受注損失引当金 28,920 －

その他 1,592,056 1,491,530

流動負債合計 4,295,113 6,185,266

固定負債

長期未払金 351,157 351,157

退職給付引当金 1,576,442 1,587,713

その他 2,298 5,409

固定負債合計 1,929,898 1,944,280

負債合計 6,225,011 8,129,546
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当第2四半期会計期間
(平成29年6月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,395,537 3,395,537

資本剰余金 3,566,800 3,566,800

利益剰余金 19,534,265 20,359,179

自己株式 △1,728,308 △1,728,650

株主資本合計 24,768,294 25,592,867

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 368,944 328,920

評価・換算差額等合計 368,944 328,920

純資産合計 25,137,238 25,921,787

負債純資産合計 31,362,250 34,051,334
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（2）四半期損益計算書

第2四半期累計期間

(単位：千円)
前第2四半期累計期間
(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28年 6月30日)

当第2四半期累計期間
(自 平成29年 1月 1日
　至 平成29年 6月30日)

売上高

完成工事高 24,496,857 25,819,615

売上原価

完成工事原価 21,768,297 22,514,285

売上総利益 2,728,560 3,305,330

販売費及び一般管理費 1,145,886 1,282,287

営業利益 1,582,673 2,023,042

営業外収益

受取利息 477 510

受取配当金 12,779 11,258

受取地代家賃 10,773 7,423

その他 2,951 2,833

営業外収益合計 26,981 22,026

営業外費用

支払利息 2,218 2,206

売上割引 12,959 14,306

不動産賃貸費用 4,777 3,473

その他 7,710 7,677

営業外費用合計 27,666 27,663

経常利益 1,581,987 2,017,404

特別損失

固定資産除売却損 316 0

投資有価証券評価損 119,902 －

特別損失合計 120,219 0

税引前四半期純利益 1,461,768 2,017,404

法人税、住民税及び事業税 581,431 702,844

法人税等調整額 △13,792 △59,595

法人税等合計 567,639 643,249

四半期純利益 894,129 1,374,155
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（3）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第2四半期累計期間
(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28年 6月30日)

当第2四半期累計期間
(自 平成29年 1月 1日
　至 平成29年 6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 1,461,768 2,017,404

減価償却費 145,356 131,659

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,400 △5,245

賞与引当金の増減額（△は減少） 136,808 141,781

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,365 11,270

その他の引当金の増減額（△は減少） 12,134 △30,443

受取利息及び受取配当金 △13,256 △11,769

支払利息 2,218 2,206

売上債権の増減額（△は増加） 2,671,433 △273,669

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,329,161 △940,635

仕入債務の増減額（△は減少） 824,598 1,650,690

固定資産除売却損益（△は益） 316 0

投資有価証券評価損益（△は益） 119,902 －

その他 △7,634 △129,849

小計 4,003,453 2,563,400

利息及び配当金の受取額 10,863 9,192

利息の支払額 △2,218 △2,206

法人税等の支払額 △801,292 △498,806

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,210,805 2,071,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △149,999 －

定期預金の払戻による収入 248,242 120,000

有形固定資産の取得による支出 △86,414 △42,555

投資有価証券の取得による支出 △3,106 △3,155

無形固定資産の取得による支出 △7,077 △26,213

その他 5,480 △595

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,126 47,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △388 △656

配当金の支払額 △591,517 △548,232

自己株式の取得による支出 △88 △343

財務活動によるキャッシュ・フロー △591,994 △549,233

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,449 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,623,488 1,569,826

現金及び現金同等物の期首残高 7,761,695 10,707,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,385,183 12,276,900
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（4）四半期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）

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」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を第1四半

期会計期間から適用しております。
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