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(百万円未満切捨て)

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 12,344 22.8 458 5.9 1,229 △36.5 917 △46.1

29年３月期第１四半期 10,050 3.1 432 39.5 1,936 89.1 1,702 91.9
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 920百万円( 17.3％) 29年３月期第１四半期 784百万円( 17.1％)
　

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 41.47 ―

29年３月期第１四半期 77.01 ―
　

　

（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 67,327 39,954 55.3

29年３月期 66,987 39,539 54.9
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 37,207百万円 29年３月期 36,763百万円
　

　

　

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 ― 10.00 ― 18.00 28.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) 14.00 ― 18.00 32.00
(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

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) 25,500 19.8 1,100 △12.8 2,450 △22.3 2,000 △11.5 90.45

通期 54,600 13.8 2,900 △8.3 5,200 △22.9 3,600 △24.7 162.82
(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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 23,611,200株 29年３月期 23,611,200株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 1,501,132株 29年３月期 1,500,767株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 22,110,258株 29年３月期１Ｑ 22,110,664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、その達成を当社として約束する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、企業収益の改善や雇用、所得環境の改善など、緩やかな回復

基調を維持しております。世界経済は、米国を中心に堅調さを維持しているものの、中国経済の動向、中東での宗

教対立や北朝鮮問題などの地政学的リスクの高まり等、先行きは不透明な状況にあります。

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、国内、海外ともに受注が

堅調に推移したことで123億４千４百万円（前年同期比22.8％増）となりました。

損益面につきましては、売上増収に加えて生産性の向上に努めましたが、原材料の高騰、固定費の増加により営

業利益は４億５千８百万円（前年同期比5.9％増）となりました。経常利益は持分法による投資利益等により12億２

千９百万円（前年同期比36.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は９億１千７百万円（前年同期比46.1％

減）となりました。

　

セグメント別の業績は次のとおりであります。

① 塗料関連事業

当セグメントの業績につきましては、天候不順等の影響を受けたものの、売上高及びセグメント利益は前年同

期を上回りました。

品種別売上高につきましては、建築・構築物用塗料のうち、主力の床用塗料、防水用塗料は新規顧客の確保、

拡販等により順調に推移しました。また、工事関連売上の集合住宅大規模改修工事についても、工事契約物件の

増加、工事進捗度合いにより前年同期比54.8％と大きく伸張しました。

この結果、当セグメントの売上高は33億４千９百万円（前年同期比14.2％増）、セグメント利益は29百万円

（前年同期は６百万円の損失）となりました。

　

② 自動車製品関連事業

当セグメントの業績につきましては、売上高は国内外での受注増加により前年同期を大きく上回りましたが、

セグメント利益は売上原価の悪化等により前年同期を下回りました。

品種別売上高につきましては、主力の吸・遮音材が新規部品受注増加等により前年同期比41.3％と大きく伸張

し、防錆塗料、原材料輸出等その他売上も順調に推移しました。

この結果、当セグメントの売上高は89億９千１百万円（前年同期比26.4％増）、セグメント利益は４億２千７

百万円（前年同期比2.3％減）となりました。

　

③ その他

保険代理業の売上高は３百万円（前年同期比7.1％減）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における資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億４千万円増加し、673億２千７百

万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少11億３千８百万円、仕掛品の増加２億２千１百万円、流動資

産のその他の減少６億７千万円、有形固定資産の増加13億８千万円、投資有価証券の増加３億３千万円によるもの

です。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ７千４百万円減少し、273億７千２百万円となりました。主な要因は、支払

手形及び買掛金の減少１億７千６百万円、流動負債のその他の増加３億８千３百万円、長期借入金の減少１億９千

５百万円によるものです。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億１千５百万円増加し、399億５千４百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金の増加５億１千７百万円、その他有価証券評価差額金の増加２億９千万円、為替換算調整勘定の減

少３億８千４百万円によるものです。この結果、自己資本比率は0.4％増加し55.3％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月期第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成29年５月10日に公表いたしま

した業績予想から変更はありません。

なお、この業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の根拠に基づいており、

実際の業績等は今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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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：百万円)

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 8,572 7,434

受取手形及び売掛金 13,642 13,582

商品及び製品 1,502 1,569

仕掛品 578 800

原材料及び貯蔵品 1,061 1,072

繰延税金資産 401 427

その他 1,064 394

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 26,815 25,274

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,832 4,751

機械装置及び運搬具（純額） 5,992 5,777

土地 4,292 4,652

建設仮勘定 1,907 3,353

その他（純額） 1,875 1,745

有形固定資産合計 18,899 20,280

無形固定資産

その他 1,053 1,083

無形固定資産合計 1,053 1,083

投資その他の資産

投資有価証券 18,385 18,715

長期貸付金 268 271

繰延税金資産 68 67

その他 1,525 1,664

貸倒引当金 △28 △28

投資その他の資産合計 20,218 20,690

固定資産合計 40,171 42,053

資産合計 66,987 67,327
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(単位：百万円)

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 10,292 10,115

短期借入金 2,748 2,742

リース債務 113 97

未払法人税等 322 223

役員賞与引当金 80 -

その他 4,219 4,602

流動負債合計 17,776 17,781

固定負債

長期借入金 3,946 3,751

リース債務 231 211

退職給付に係る負債 4,230 4,196

繰延税金負債 1,222 1,390

その他 40 40

固定負債合計 9,671 9,591

負債合計 27,447 27,372

純資産の部

株主資本

資本金 4,753 4,753

資本剰余金 4,362 4,362

利益剰余金 22,853 23,371

自己株式 △497 △497

株主資本合計 31,472 31,989

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,037 5,327

為替換算調整勘定 428 43

退職給付に係る調整累計額 △175 △153

その他の包括利益累計額合計 5,290 5,218

非支配株主持分 2,775 2,747

純資産合計 39,539 39,954

負債純資産合計 66,987 67,327
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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：百万円)
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 10,050 12,344

売上原価 7,741 9,703

売上総利益 2,308 2,641

販売費及び一般管理費 1,875 2,183

営業利益 432 458

営業外収益

受取配当金 92 109

持分法による投資利益 1,618 627

その他 42 65

営業外収益合計 1,754 803

営業外費用

支払利息 30 27

為替差損 219 -

その他 1 4

営業外費用合計 250 32

経常利益 1,936 1,229

特別利益

固定資産売却益 - 0

受取保険金 0 2

投資有価証券売却益 - 64

特別利益合計 0 67

特別損失

固定資産処分損 46 15

投資有価証券評価損 0 -

特別損失合計 46 15

税金等調整前四半期純利益 1,890 1,281

法人税等 82 221

四半期純利益 1,808 1,060

非支配株主に帰属する四半期純利益 105 143

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,702 917
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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：百万円)
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 1,808 1,060

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △330 290

為替換算調整勘定 △117 △130

退職給付に係る調整額 23 21

持分法適用会社に対する持分相当額 △598 △321

その他の包括利益合計 △1,023 △139

四半期包括利益 784 920

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 734 844

非支配株主に係る四半期包括利益 50 76
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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）

　 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）

　 該当事項はありません。

　

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

　

（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：百万円)

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3

塗料関連
自動車
製品関連

計

売上高

外部顧客への売上高 2,932 7,113 10,046 3 10,050 ― 10,050

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 ― 0 ― 0 △0 ―

計 2,933 7,113 10,047 3 10,050 △0 10,050

セグメント利益又は損失(△) △6 436 430 2 432 ― 432

　(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業であります。
　２ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
　３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

　

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：百万円)

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3

塗料関連
自動車
製品関連

計

売上高

外部顧客への売上高 3,349 8,991 12,341 3 12,344 ― 12,344

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 ― 0 ― 0 △0 ―

計 3,350 8,991 12,342 3 12,345 △0 12,344

セグメント利益 29 427 456 1 458 ― 458

　(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業であります。
　２ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
　３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

　

決算短信（宝印刷） 2017年08月08日 09時43分 9ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）


