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(百万円未満切捨て)
1．平成29年12月期の業績（平成29年1月1日～平成29年12月31日）

（1）経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　29年12月期 50,746 3.1 3,672 9.1 3,677 9.4 2,491 14.8

　28年12月期 49,243 △4.1 3,367 △5.0 3,360 △5.3 2,169 △2.6
　

1株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
1株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

　29年12月期 103.09 － 9.6 11.4 7.2

　28年12月期 89.77 － 8.8 10.8 6.8

(参考) 持分法投資損益 　29年12月期 －百万円 　28年12月期 －百万円

(注) 当社は、平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。平成28年12月期の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。
　

（2）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

　29年12月期 33,257 26,571 79.9 1,099.56

　28年12月期 31,362 25,137 80.2 1,040.16

(参考) 自己資本 　29年12月期 26,571百万円 　28年12月期 25,137百万円

(注) 当社は、平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。平成28年12月期の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり純資産」を算定しております。
　

（3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

　29年12月期 2,533 △82 △1,099 12,058

　28年12月期 3,905 183 △1,141 10,707

　

2．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 百万円 ％ ％

28年12月期 － 25.00 － 25.00 50.00 1,098 50.6 4.5

29年12月期 － 25.00 － 30.00 55.00 1,208 48.5 4.7

30年12月期(予想) － 25.00 － 25.00 50.00 54.9

(注1) 29年12月期期末配当 特別配当5円00銭

(注2) 当社は、平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。平成29年12月期以前

の配当金については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
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3．平成30年12月期の業績予想（平成30年1月1日～平成30年12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 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) 24,800 △3.9 1,800 △11.0 1,800 △10.8 1,200 △12.7 49.65

通 期 47,000 △7.4 3,300 △10.1 3,200 △13.0 2,200 △11.7 91.03

(注) 当社は、平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。業績予想の「1株当た

り当期純利益」については当該株式分割後の発行済株式数（自己株式数を除く）により算定しております。

※ 注記事項

（1）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

（2）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 26,600,319 株 　28年12月期 26,600,319 株

② 期末自己株式数 　29年12月期 2,434,579 株 　28年12月期 2,433,706 株

③ 期中平均株式数 　29年12月期 24,166,269 株 　28年12月期 24,167,081 株

(注) 当社は、平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。平成28年12月期の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「発行済株式数（普通株式）」を算定しております。
　

※ 決算短信は監査の対象外です

　

※ 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.4「1.経営成績等

の概況(4) 今後の見通し」をご覧ください。
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1．経営成績等の概況

（1）当期の経営成績の概況

当事業年度における当社を取り巻く事業環境は、政府及び日本銀行による各種政策の効果もあって、雇用・所得

環境に改善がみられるなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。また、設備投資についても企業収益の改善を

背景に高い水準で推移しております。一方で当社の主要顧客である小売業界は個人消費の伸び悩みにより景気回復

の実感が少なく、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、当事業年度の売上高は507億46百万円（前事業年度比3.1％増）、営業利益は36億72百万円（前事業年

度比9.1％増）、経常利益は36億77百万円（前事業年度比9.4％増）、当期純利益は24億91百万円（前事業年度比

14.8％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

前事業年度
(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年 1月 1日
　至 平成29年12月31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
8,494 17.3 8,399 16.6 △95 △1.1

食品スーパー

　・コンビニエンスストア
5,056 10.3 6,171 12.2 1,114 22.0

各種専門店 24,743 50.2 25,537 50.3 794 3.2

飲食店 6,461 13.1 5,662 11.2 △798 △12.4

サービス等 4,487 9.1 4,975 9.7 487 10.9

合計 49,243 100.0 50,746 100.0 1,503 3.1

当事業年度における市場分野別の主な状況は、食品スーパー・コンビニエンスストア分野では、業界再編により

新規出店や改装等の動きが活発化したことから、受注が増加いたしました。飲食店分野では、食材価格の高騰や人

手不足における人件費の高騰などから出店が抑制されたことにより、受注は減少いたしました。サービス等分野で

は、モノ消費からコト消費への変化や訪日外国人増加の影響もあり、教育関連施設や娯楽・余暇施設関連の受注が

増加いたしました。
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（2）当期の財政状態の概況

（資産）

当事業年度末における資産は、332億57百万円（前事業年度比18億95百万円増）となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ18億24百万円増加し、222億30百万円となりました。主な要因は、受取手形が2

億59百万円減少したものの、現金及び預金が12億31百万円、完成工事未収入金が9億19百万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71百万円増加し、110億27百万円となりました。主な要因は、株価の上昇等によ

り投資有価証券が68百万円増加したことによるものです。

（負債）

当事業年度末における負債は、66億85百万円（前事業年度比4億60百万円増）となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ4億49百万円増加し、47億44百万円となりました。主な要因は、工事未払金が2

億70百万円、未払法人税等が1億66百万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11百万円増加し、19億40百万円となりました。主な要因は、退職給付引当金が9

百万円増加したことによるものです。

（純資産）

当事業年度末における純資産は、265億71百万円（前事業年度比14億34百万円増）となりました。主な要因は、繰

越利益剰余金が13億93百万円増加したことによるものです。

（3）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ13億51百万円増加し、120億58百万円（前事業年

度比12.6％増）となりました。

また、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりです。

（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、25億33百万円の収入（前事業年度は39億5百万円の収入）となりました。

主な要因は、法人税等の支払が11億19百万円あったものの、税引前当期純利益の計上が36億76百万円あったことに

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、82百万円の支出（前事業年度は1億83百万円の収入）となりました。主な

要因は、定期預金の払戻による収入が1億20百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が1億45百万円、

無形固定資産の取得による支出が47百万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、10億99百万円の支出（前事業年度は11億41百万円の支出）となりまし

た。主な要因は、配当金の支払が10億96百万円あったことによるものです。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成25年12月期 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期 平成29年12月期

自己資本比率 76.9 78.5 78.1 80.2 79.9

時価ベースの自己資本比率 71.5 88.8 98.3 86.4 117.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.7 0.1 0.1 0.0 0.1

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

52.1 479.4 373.6 882.6 569.9

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注1）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

（注2）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注3）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてい

ます。
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（4）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、政府による各種政策の効果もあって景気回復基調は続くものと期待されておりま

すが、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動による影響等、先行きは不透明な状況が続いております。

また、当社を取り巻く事業環境におきましては、企業収益の改善を背景に設備投資に持ち直しの動きがみられる

ものの、当社の主要顧客である流通小売業界では、商業施設の新規出店数は減少していくことが予想され、テナン

ト出店への抑制や主要顧客における組織再編の動きによる影響など、受注環境は厳しい状況で推移するものと予想

されます。

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に、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す。

これらの状況を踏まえ、次期の業績といたしましては、売上高470億円、営業利益33億円、経常利益32億円、当期

純利益22億円と予想しており、当事業年度を下回る見込みであります。

（注）上記、予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後当社を

取り巻く経営環境等により、業績見通しとは異なる場合があります。

（5）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

2．会計基準の選択に関する基本的な考え方

現在の当社グループの業務の大部分は、日本国内のものであり、海外での活動が僅少であることから、当面は日本

基準を採用することとしております。なお、将来のIFRS（国際財務報告基準）適用につきましては、今後の外国人株

主比率の推移、国内他社のIFRSの採用動向を踏まえつつ、適切に対応していく方針であります。
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3．財務諸表及び主な注記

（1）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当事業年度
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,107,073 12,338,253

受取手形 1,603,298 1,344,215

完成工事未収入金 5,399,637 6,319,051

未成工事支出金 2,034,241 2,002,310

材料及び貯蔵品 7,845 6,737

前払費用 81,282 79,017

繰延税金資産 91,955 89,114

その他 85,627 55,512

貸倒引当金 △5,100 △4,100

流動資産合計 20,405,861 22,230,113

固定資産

有形固定資産

建物 4,511,774 4,579,695

減価償却累計額 △1,527,966 △1,660,033

建物（純額） 2,983,807 2,919,662

構築物 81,913 81,913

減価償却累計額 △66,637 △70,281

構築物（純額） 15,275 11,631

機械及び装置 53,483 53,343

減価償却累計額 △50,121 △50,975

機械及び装置（純額） 3,362 2,368

車両運搬具 1,365 1,365

減価償却累計額 △1,365 △1,365

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 815,583 883,989

減価償却累計額 △638,852 △709,763

工具、器具及び備品（純額） 176,730 174,226

土地 5,531,601 5,591,147

リース資産 4,320 8,784

減価償却累計額 △3,060 △4,462

リース資産（純額） 1,260 4,322

建設仮勘定 － 2,133

有形固定資産合計 8,712,039 8,705,491

無形固定資産

商標権 745 652

ソフトウエア 109,101 118,328

電話加入権 8,035 8,035

無形固定資産合計 117,881 127,015
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当事業年度
(平成29年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,312,119 1,380,478

関係会社株式 140,000 140,000

出資金 300 300

関係会社長期貸付金 － 67,020

従業員に対する長期貸付金 330 －

破産更生債権等 4,445 1,036

長期前払費用 1,047 2,669

繰延税金資産 389,456 382,888

その他 283,214 221,827

貸倒引当金 △4,445 △1,036

投資その他の資産合計 2,126,468 2,195,185

固定資産合計 10,956,389 11,027,692

資産合計 31,362,250 33,257,806

負債の部

流動負債

工事未払金 1,702,482 1,973,098

短期借入金 300,000 300,000

リース債務 777 1,386

未払金 182,626 241,173

未払費用 655,892 670,322

未払法人税等 548,488 714,783

未払消費税等 195,500 250,615

未成工事受入金 330,673 200,894

預り金 224,686 264,850

賞与引当金 83,770 86,302

完成工事補償引当金 39,394 40,597

受注損失引当金 28,920 －

その他 1,899 952

流動負債合計 4,295,113 4,744,979

固定負債

リース債務 583 3,348

退職給付引当金 1,576,442 1,585,719

長期未払金 351,157 350,387

その他 1,715 1,465

固定負債合計 1,929,898 1,940,919

負債合計 6,225,011 6,685,899
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当事業年度
(平成29年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,395,537 3,395,537

資本剰余金

資本準備金 3,566,581 3,566,581

その他資本剰余金 219 219

資本剰余金合計 3,566,800 3,566,800

利益剰余金

利益準備金 201,150 201,150

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 13,754 12,971

別途積立金 9,000,000 9,000,000

繰越利益剰余金 10,319,360 11,713,019

利益剰余金合計 19,534,265 20,927,141

自己株式 △1,728,308 △1,729,545

株主資本合計 24,768,294 26,159,933

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 368,944 411,973

評価・換算差額等合計 368,944 411,973

純資産合計 25,137,238 26,571,907

負債純資産合計 31,362,250 33,257,806
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（2）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年 1月 1日
　至 平成29年12月31日)

売上高

完成工事高 49,243,677 50,746,758

売上原価

完成工事原価 43,731,088 44,749,383

売上総利益 5,512,589 5,997,375

販売費及び一般管理費 2,145,175 2,324,958

営業利益 3,367,413 3,672,417

営業外収益

受取利息 801 1,071

受取配当金 23,916 21,648

受取地代家賃 21,690 13,249

その他 5,191 8,696

営業外収益合計 51,600 44,665

営業外費用

不動産賃貸費用 9,164 6,501

支払利息 4,424 4,446

支払手数料 6,697 5,319

売上割引 32,825 19,114

その他 5,418 4,673

営業外費用合計 58,530 40,054

経常利益 3,360,482 3,677,027

特別損失

固定資産除売却損 316 42

特別損失合計 316 42

税引前当期純利益 3,360,166 3,676,985

法人税、住民税及び事業税 1,162,289 1,194,262

法人税等調整額 28,336 △8,629

法人税等合計 1,190,625 1,185,632

当期純利益 2,169,540 2,491,352
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完成工事原価明細書

前事業年度

(自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年 1月 1日
至 平成29年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(%)

金額(千円)
構成比
(%)

材料費 77,049 0.2 87,410 0.2

労務費 283,789 0.6 316,557 0.7

外注費 35,491,005 81.2 35,892,869 80.2

経費 7,879,243 18.0 8,452,545 18.9

(うち人件費) (6,267,881) (14.3) (6,743,194) (15.1)

合計 43,731,088 100.0 44,749,383 100.0

(注) 当社の原価計算の方法は個別原価計算であります。
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（3）株主資本等変動計算書

　 前事業年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 3,395,537 3,566,581 217 3,566,798

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 1 1

圧縮積立金の取崩

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 1 1

当期末残高 3,395,537 3,566,581 219 3,566,800

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 201,150 14,560 9,000,000 9,291,462 18,507,173

当期変動額

剰余金の配当 △1,142,449 △1,142,449

当期純利益 2,169,540 2,169,540

自己株式の取得

自己株式の処分

圧縮積立金の取崩 △805 805 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － △805 － 1,027,897 1,027,091

当期末残高 201,150 13,754 9,000,000 10,319,360 19,534,265
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株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △1,727,598 23,741,911 311,308 311,308 24,053,220

当期変動額

剰余金の配当 △1,142,449 △1,142,449

当期純利益 2,169,540 2,169,540

自己株式の取得 △713 △713 △713

自己株式の処分 3 4 4

圧縮積立金の取崩 － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

57,635 57,635 57,635

当期変動額合計 △710 1,026,382 57,635 57,635 1,084,018

当期末残高 △1,728,308 24,768,294 368,944 368,944 25,137,238

当事業年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 3,395,537 3,566,581 219 3,566,800

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

圧縮積立金の取崩

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 3,395,537 3,566,581 219 3,566,800
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株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 201,150 13,754 9,000,000 10,319,360 19,534,265

当期変動額

剰余金の配当 △1,098,476 △1,098,476

当期純利益 2,491,352 2,491,352

自己株式の取得

自己株式の処分

圧縮積立金の取崩 △783 783 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － △783 － 1,393,659 1,392,876

当期末残高 201,150 12,971 9,000,000 11,713,019 20,927,141

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △1,728,308 24,768,294 368,944 368,944 25,137,238

当期変動額

剰余金の配当 △1,098,476 △1,098,476

当期純利益 2,491,352 2,491,352

自己株式の取得 △1,236 △1,236 △1,236

自己株式の処分 － －

圧縮積立金の取崩 － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

43,028 43,028 43,028

当期変動額合計 △1,236 1,391,639 43,028 43,028 1,434,668

当期末残高 △1,729,545 26,159,933 411,973 411,973 26,571,907
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（4）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年 1月 1日
　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 3,360,166 3,676,985

減価償却費 297,359 277,299

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43,678 △4,408

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,664 2,531

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 3,434 1,202

受注損失引当金の増減額（△は減少） 8,271 △28,920

退職給付引当金の増減額（△は減少） 97,040 9,276

受取利息及び受取配当金 △24,717 △22,719

支払利息 4,424 4,446

為替差損益（△は益） 235 2,069

固定資産除売却損益（△は益） 316 42

売上債権の増減額（△は増加） 2,379,390 △660,331

たな卸資産の増減額（△は増加） △403,256 33,038

仕入債務の増減額（△は減少） △429,813 270,615

未払金の増減額（△は減少） △65,237 58,846

未払費用の増減額（△は減少） 37,754 14,430

未払消費税等の増減額（△は減少） 18,406 55,115

未成工事受入金の増減額（△は減少） 127,462 △129,778

預り金の増減額（△は減少） △30,393 40,164

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 3,408

その他 10,143 36,212

小計 5,351,976 3,639,528

利息及び配当金の受取額 19,923 18,283

利息の支払額 △4,424 △4,446

法人税等の支払額 △1,462,203 △1,119,783

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,905,271 2,533,581
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年 1月 1日
　至 平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △341,098 △145,757

投資有価証券の取得による支出 △6,245 △6,317

無形固定資産の取得による支出 △23,505 △47,657

関係会社貸付けによる支出 △66,397 －

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 748,242 120,000

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 660 660

保険積立金の積立による支出 △3,283 △3,283

その他 24,634 △358

投資活動によるキャッシュ・フロー 183,007 △82,714

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 △777 △1,447

自己株式の取得による支出 △722 △1,245

自己株式の売却による収入 4 －

配当金の支払額 △1,140,233 △1,096,994

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,141,729 △1,099,687

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,171 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,945,378 1,351,179

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期末残高 10,707,073 12,058,253
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（5）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。

(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）を当事業年

度から適用しております。

　

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社は、ディスプレイ事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前事業年度

(自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年 1月 1日
至 平成29年12月31日)

1株当たり純資産額 1,040.16円 1,099.56円

1株当たり当期純利益金額 89.77円 103.09円

(注) 1. 当社は、平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の株式分割を行っております。平成28年12月期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり純資産額」と「1株当たり当期純利益金額」を算定して

おります。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度

(自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年 1月 1日
至 平成29年12月31日)

1株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 2,169,540 2,491,352

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 2,169,540 2,491,352

普通株式の期中平均株式数(株) 24,167,081 24,166,269

4．1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 25,137,238 26,571,907

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 25,137,238 26,571,907

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数(株)
24,166,613 24,165,740
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(重要な後発事象)

（株式分割）

　当社は、平成29年11月27日開催の取締役会において、平成30年1月1日を効力発生日として、以下のとおり株式分

割を行っております。

1. 株式分割の目的

当社株式の投資単位当たりの金額の引き下げにより、一層投資しやすい環境を整え、流動性の向上及び投資

家層の拡大を図ることを目的としております。

2. 株式分割の概要

　 （1）分割の方法

平成29年12月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有する普通

株式を1株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。

　 （2）分割により増加する株式数

①株式分割前の発行済株式総数 24,182,109株

②今回の分割により増加する株式数 2,418,210株

③株式分割後の発行済株式総数 26,600,319株

　④株式分割後の発行可能株式総数 44,736,120株
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４．その他

（1）生産、受注及び販売の状況

　

① 制作品別売上高

（単位：千円）

区分

前事業年度
(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年 1月 1日
　至 平成29年12月31日)

増減

売上高
（千円）

構成比
（％）

売上高
（千円）

構成比
（％）

売上高
（千円）

増減率
（％）

内装・外装工事 45,607,474 92.6 47,017,761 92.7 1,410,286 3.1

イベント・展示工事 111,572 0.2 299,620 0.6 188,048 168.5

建築工事 899,027 1.8 528,970 1.0 △370,056 △41.2

メンテナンス工事 907,812 1.8 711,849 1.4 △195,962 △21.6

企画・設計・内装監理 1,221,153 2.5 1,596,856 3.1 375,702 30.8

その他 496,637 1.1 591,700 1.2 95,062 19.1

合計 49,243,677 100.0 50,746,758 100.0 1,503,081 3.1

(注) 1．数量については、同一制作品区分の中でも、多種類・多仕様にわたっておりその表示が困難なため記載を省

略しております。

2．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

② 制作品別受注高及び受注残高

（単位：千円）

区分

前事業年度
(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年 1月 1日
　至 平成29年12月31日)

増減

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

内装・外装工事 46,032,969 2,798,865 47,153,498 2,934,602 1,120,528 135,737

イベント・展示工事 107,868 － 300,990 1,370 193,122 1,370

建築工事 790,244 190,245 373,280 34,555 △416,964 △155,690

メンテナンス工事 916,864 13,442 705,105 6,697 △211,759 △6,744

企画・設計・内装監理 1,454,372 666,096 1,469,249 538,489 14,876 △127,606

その他 534,832 56,960 560,113 25,374 25,281 △31,586

合計 49,837,151 3,725,610 50,562,237 3,541,089 725,085 △184,521

(注) 1．数量については、同一制作品区分の中でも、多種類・多仕様にわたっておりその表示が困難なため記載を省

略しております。

2．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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