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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年12月31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３四半期 25,818 3.6 1,054 △28.3 856 △29.4 2,982 －

29年３月期第３四半期 24,930 △2.9 1,470 32.2 1,213 30.4 △983 －
(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 3,890百万円( －％) 29年３月期第３四半期 △261百万円( －％)

　

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３四半期 119.71 －

29年３月期第３四半期 △39.47 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

30年３月期第３四半期 80,602 46,259 34.3 1,108.19

29年３月期 81,941 42,686 29.5 969.99
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 27,609百万円 29年３月期 24,166百万円
　

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 － 0.00 － 0.00 0.00

30年３月期 － 0.00 －

30年３月期(予想) 3.00 3.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　

平成30年３月期期末配当金の内訳 普通配当 １円00銭 特別配当 ２円00銭
配当予想の修正につきましては、本日公表いたしました「配当予想の修正（復配）に関するお知ら
せ」をご覧ください。

　

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、対前期増減率)

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

通期 36,300 4.0 2,000 △21.9 1,750 △15.3 3,300 － 132.46
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無
　

　

（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
　

（注）詳細は、添付資料７ページ「（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（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３Ｑ 24,922,600株 29年３月期 24,922,600株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ 8,851株 29年３月期 8,706株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Ｑ 24,913,777株 29年３月期３Ｑ 24,913,960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趣旨のものではあり
ません。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
件及び業績予想に関する注意事項等につきましては、添付資料２ページの「連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善等が見られ緩やかな回復基調で

推移いたしましたが、海外の政治や経済情勢の不確実性が懸念されており、先行きは不透明な状況が続いており

ます。

このような状況のもと、当社グループは、積極的な営業活動を展開するとともに、事業活動全般にわたる効率

化及び合理化を推進し、業績の向上に努めてまいりました。当第３四半期連結累計期間の連結売上高は258億18百

万円(前年同四半期比3.6％増)、連結営業利益は10億54百万円(同28.3％減)、連結経常利益は８億56百万円(同

29.4％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、固定資産売却益等の計上により、親会社株主に

帰属する四半期純利益29億82百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失９億83百万円)となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第３四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て13億39百万円減少しておりま

す。主な要因は、「流動資産」が29億61百万円増加したものの「固定資産」が42億67百万円減少したこと等によ

るものであります。

(負債)

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて49億11百万円減少しておりま

す。主な要因は、借入金等の返済等によるものであります。

(純資産)

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて35億73百万円増加しておりま

す。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益29億82百万円を計上したこと等によるものであります。こ

の結果、自己資本比率は34.3％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

業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想

数値と異なる可能性があります。

なお、業績予想につきましては、本日別途公表いたしました「営業外費用及び特別損失の計上ならびに業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,542 14,904

受取手形及び売掛金 6,672 5,877

商品及び製品 498 502

仕掛品 524 848

原材料及び貯蔵品 184 201

その他 1,677 1,665

貸倒引当金 △122 △60

流動資産合計 20,976 23,937

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,258 18,724

機械装置及び運搬具（純額） 5,427 5,151

土地 16,549 15,635

工具、器具及び備品（純額） 3,755 3,419

その他（純額） 783 793

有形固定資産合計 46,774 43,724

無形固定資産 1,243 704

投資その他の資産

投資有価証券 7,213 7,237

その他 6,077 4,963

貸倒引当金 △462 △50

投資その他の資産合計 12,828 12,150

固定資産合計 60,846 56,579

繰延資産 118 85

資産合計 81,941 80,602

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,335 3,662

短期借入金 2,450 150

1年内返済予定の長期借入金 3,805 3,782

1年内償還予定の社債 1,704 1,360

未払法人税等 679 307

賞与引当金 313 254

返品調整引当金 24 24

その他 3,166 3,433

流動負債合計 14,479 12,975
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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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

固定負債

社債 4,160 3,380

長期借入金 15,768 13,211

繰延税金負債 1,794 2,006

再評価に係る繰延税金負債 473 228

役員退職慰労引当金 171 180

退職給付に係る負債 24 32

その他 2,383 2,328

固定負債合計 24,775 21,367

負債合計 39,254 34,343

純資産の部

株主資本

資本金 4,000 1,000

資本剰余金 － 206

利益剰余金 19,586 25,916

自己株式 △5 △5

株主資本合計 23,580 27,117

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,309 1,774

土地再評価差額金 △640 △1,195

為替換算調整勘定 △83 △87

その他の包括利益累計額合計 585 491

非支配株主持分 18,519 18,650

純資産合計 42,686 46,259

負債純資産合計 81,941 80,602
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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３四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 24,930 25,818

売上原価 16,929 18,658

売上総利益 8,000 7,159

販売費及び一般管理費 6,530 6,104

営業利益 1,470 1,054

営業外収益

受取利息 21 23

受取配当金 64 80

受取賃貸料 79 75

作業くず売却益 56 64

その他 86 74

営業外収益合計 308 317

営業外費用

支払利息 196 179

持分法による投資損失 43 96

その他 325 241

営業外費用合計 565 516

経常利益 1,213 856

特別利益

固定資産売却益 － 3,847

その他 0 38

特別利益合計 0 3,885

特別損失

固定資産売却損 － 245

減損損失 － 367

その他 884 238

特別損失合計 884 851

税金等調整前四半期純利益 328 3,890

法人税等 761 458

四半期純利益又は四半期純損失（△） △432 3,432

非支配株主に帰属する四半期純利益 550 449

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（△）

△983 2,982
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △432 3,432

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 303 480

為替換算調整勘定 △154 △1

持分法適用会社に対する持分相当額 22 △21

その他の包括利益合計 171 457

四半期包括利益 △261 3,890

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △767 3,442

非支配株主に係る四半期包括利益 505 447
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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。

（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３四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。
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