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(百万円未満切捨て)
１．平成30年３月期の連結業績（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期 36,462 4.5 2,181 △14.8 1,648 △20.2 3,271 －

29年３月期 34,892 △1.6 2,561 △15.7 2,066 9.7 △471 －
(注) 包括利益 30年３月期 4,264百万円( 374.5％) 29年３月期 898百万円( 149.4％)
　

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 ％ ％ ％

30年３月期 131.33 － 12.6 2.0 6.0

29年３月期 △18.92 － △1.9 2.5 7.3
(参考) 持分法投資損益 30年３月期 △351百万円 29年３月期 △100百万円
　

　

（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 79,651 46,633 34.9 1,114.27

29年３月期 81,941 42,686 29.5 969.99
(参考) 自己資本 30年３月期 27,760百万円 29年３月期 24,166百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・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

30年３月期 4,472 5,910 △7,635 14,294

29年３月期 2,763 △5,935 1,831 11,542
　

　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 ％ ％

29年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

30年３月期 － 0.00 － 3.00 3.00 74 2.3 0.3
31年３月期(予想) － 0.00 － 3.00 3.00 13.6
(注) 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
　

　

３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31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 37,000 1.5 2,500 14.6 2,200 33.4 550 △83.2 22.08
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※ 注記事項

（１）期中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）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) 30年３月期 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 8,851株 29年３月期 8,706株

③ 期中平均株式数 30年３月期 24,913,770株 29年３月期 24,913,943株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．平成30年３月期の個別業績（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
（１）個別経営成績 (％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 ％

30年３月期 24,926 2.5 △41 － 111 － 2,823 －

29年３月期 24,329 △0.1 142 54.3 △69 － △3,533 －
　

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

円 銭 円 銭

30年３月期 113.33 －

29年３月期 △141.82 －
　

　

（２）個別財政状態

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 40,036 4,975 12.4 199.71

29年３月期 42,947 1,817 4.2 72.93

(参考) 自己資本 30年３月期 4,975百万円 29年３月期 1,817百万円
　

　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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、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「１．経営成績等の概況
(４)今後の見通し」をご覧下さい。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善など緩やかながら回復基調で推移しましたが、不安定

な国際情勢などから、依然として先行き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。当連結会計年度の、連結売上高は364億62百万円(前

年同期比4.5％増)、連結営業利益は21億81百万円(同14.8％減)、連結経常利益は16億48百万円(同20.2％減)、親

会社株主に帰属する当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当期純

利益32億71百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失４億71百万円)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

情報セグメントにおきましては、印刷需要の減少や競争激化により、また、出版物においても依然厳しい状況

が続いており、人材事業の競争激化もあり、厳しい状況ではありましたが、売上高は277億97百万円(前年同期比

4.3％増)となりました。

葬祭セグメントにおきましては、四ツ木斎場のリニューアルオープンが平成28年12月であったこともあり、売

上高は86億58百万円(前年同期比5.3％増)となりました。

その他セグメントにおきましては、売上高は６百万円(前年同期比26.5％減)となりました。

（２）当期の財政状態の概況

(資産)

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて22億90百万円減少しております。主な要

因は、「流動資産」が24億61百万円増加したものの「有形固定資産」が31億2百万円減少したこと等によるもの

であります。

(負債)

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて62億37百万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)

当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて39億47百万円増加しております。主な

要因は、親会社株主に帰属する当期純利益32億71百万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34.9％となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ

27億52百万円(23.8％)増加し、当連結会計年度末には142億94百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、44億72百万円(前年同期比61.9％増)となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、59億10百万円となりました。これは主に、有形及び

無形固定資産の売却による収入があったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、76億35百万円となりました。これは主に、借入金の

返済等によるものであります。
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(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期 平成30年３月期

自己資本比率(％) 32.3 30.1 29.5 34.9

時価ベースの
自己資本比率(％)

18.8 10.3 11.5 18.0

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率(年)

4.5 5.8 11.0 5.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

18.0 17.2 10.5 19.9

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) いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

(注２) 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

(注３) キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを利用しております。

有利子負債は連結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おり

ます。

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（４）今後の見通し

当社グループは、今後も効率化、合理化に努め、一層のコストダウンを図り経営強化に努めてまいります。

また、当社グループ間の連携強化によりビジネスの拡大を図り積極的な営業展開を行い、引き続き収益力の向

上と財務体質の強化に努力してまいります。

現時点における通期の見通しにつきましては、連結売上高370億円、連結営業利益25億円、連結経常利益22億

円、親会社株主に帰属する当期純利益５億５千万円を見込んでおります。

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様へ利益還元を行うことを基本に、企業体質の強化を図り内部留保にも努め、業績等を勘案

した適正な配当を行うことを基本方針としております。

当期の配当金につきましては、期末配当金を１株当たり普通配当１円、特別配当２円とさせていただく予定で

あります。これにより、連結配当性向は2.3％となります。

また、次期の配当につきましては、１株につき３円を見込んでおります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当グループは、国際的な資金調達の必要性が乏しいこと、また、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、

会計基準につきましては日本基準を適用しております。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）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)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,542 14,294

受取手形及び売掛金 6,672 7,040

商品及び製品 498 492

仕掛品 524 660

原材料及び貯蔵品 184 44

繰延税金資産 63 60

その他 1,614 906

貸倒引当金 △122 △61

流動資産合計 20,976 23,437

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 44,787 41,297

減価償却累計額 △24,529 △22,750

建物及び構築物（純額） 20,258 18,546

機械装置及び運搬具 17,893 17,990

減価償却累計額 △12,466 △12,927

機械装置及び運搬具（純額） 5,427 5,062

土地 16,549 15,635

リース資産 1,542 1,912

減価償却累計額 △1,133 △932

リース資産（純額） 408 980

工具、器具及び備品 5,138 4,769

減価償却累計額 △1,382 △1,389

工具、器具及び備品（純額） 3,755 3,380

その他 374 66

有形固定資産合計 46,774 43,672

無形固定資産 1,243 1,052

投資その他の資産

投資有価証券 7,213 6,744

長期貸付金 1,584 1,018

退職給付に係る資産 140 231

その他 4,352 3,518

貸倒引当金 △462 △99

投資その他の資産合計 12,828 11,413

固定資産合計 60,846 56,138

繰延資産 118 76

資産合計 81,941 79,651
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,335 2,520

短期借入金 2,450 650

1年内返済予定の長期借入金 3,805 3,853

1年内償還予定の社債 1,704 1,360

未払法人税等 679 435

賞与引当金 313 325

返品調整引当金 24 24

その他 3,166 3,369

流動負債合計 14,479 12,537

固定負債

社債 4,160 2,800

長期借入金 15,768 12,193

リース債務 308 1,040

繰延税金負債 1,794 1,941

再評価に係る繰延税金負債 473 228

役員退職慰労引当金 171 183

退職給付に係る負債 24 31

その他 2,075 2,061

固定負債合計 24,775 20,480

負債合計 39,254 33,017

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 26,206

自己株式 △5 △5

株主資本合計 23,580 27,407

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 1,612

土地再評価差額金 △640 △1,195

為替換算調整勘定 △83 △63

その他の包括利益累計額合計 585 353

非支配株主持分 18,519 18,873

純資産合計 42,686 46,633

負債純資産合計 81,941 79,651
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 34,892 36,462

売上原価 23,645 26,020

売上総利益 11,246 10,442

販売費及び一般管理費 8,684 8,260

営業利益 2,561 2,181

営業外収益

受取利息 26 26

受取配当金 69 86

受取賃貸料 107 101

貸倒引当金戻入額 19 50

作業くず売却益 80 86

その他 94 59

営業外収益合計 397 409

営業外費用

支払利息 258 228

賃貸費用 123 111

持分法による投資損失 100 351

その他 410 249

営業外費用合計 892 942

経常利益 2,066 1,648

特別利益

固定資産売却益 146 3,816

貸倒引当金戻入額 665 －

その他 3 39

特別利益合計 815 3,856

特別損失

固定資産売却損 － 246

固定資産除却損 124 37

減損損失 58 367

本社移転費用 － 148

その他 951 158

特別損失合計 1,135 957

税金等調整前当期純利益 1,746 4,547

法人税、住民税及び事業税 1,008 852

法人税等調整額 237 △244

法人税等合計 1,245 607

当期純利益 500 3,940

非支配株主に帰属する当期純利益 971 668

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

△471 3,271
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（連結包括利益計算書）

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

当期純利益 500 3,940

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 374 319

為替換算調整勘定 △37 26

持分法適用会社に対する持分相当額 61 △22

その他の包括利益合計 398 323

包括利益 898 4,264

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △48 3,594

非支配株主に係る包括利益 947 669

決算短信（宝印刷） 2018年05月14日 19時45分 9ページ（Tess 1.50(64) 20180315_01）



㈱廣済堂（7868）
平成30年３月期 決算短信

― 8 ―

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,000 20,057 △5 24,052

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△471 △471

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － △471 △0 △471

当期末残高 4,000 19,586 △5 23,580

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 870 △640 △67 162 17,810 42,025

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△471

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

438 － △15 422 709 1,132

当期変動額合計 438 － △15 422 709 661

当期末残高 1,309 △640 △83 585 18,519 42,686
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当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,000 － 19,586 △5 23,580

当期変動額

資本金から剰余金へ

の振替
△3,000 3,000 －

欠損填補 △2,793 2,793 －

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,271 3,271

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の

取崩
554 554

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 △3,000 206 6,620 △0 3,826

当期末残高 1,000 206 26,206 △5 27,407

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
土地再評価差額金 為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,309 △640 △83 585 18,519 42,686

当期変動額

資本金から剰余金へ

の振替
－

欠損填補 －

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,271

自己株式の取得 △0

土地再評価差額金の

取崩
554

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

303 △554 19 △232 353 120

当期変動額合計 303 △554 19 △232 353 3,947

当期末残高 1,612 △1,195 △63 353 18,873 46,633
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,746 4,547

減価償却費 2,025 2,280

減損損失 － 367

引当金の増減額（△は減少） △489 △411

受取利息及び受取配当金 △95 △112

支払利息 258 228

有形固定資産売却損益（△は益） △146 △3,570

売上債権の増減額（△は増加） 315 △199

たな卸資産の増減額（△は増加） 55 6

仕入債務の増減額（△は減少） △118 182

その他 174 2,420

小計 3,727 5,740

利息及び配当金の受取額 95 112

利息の支払額 △263 △224

法人税等の支払額 △795 △1,155

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,763 4,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △87 △2

投資有価証券の売却による収入 11 502

有形及び無形固定資産の取得による支出 △5,127 △1,401

有形及び無形固定資産の売却による収入 287 6,850

定期預金の増減額（△は増加） － 500

貸付けによる支出 △3 △4

貸付金の回収による収入 118 432

その他 △1,135 △965

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,935 5,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △600 △1,800

長期借入れによる収入 7,800 150

長期借入金の返済による支出 △4,090 △3,713

社債の発行による収入 1,230 －

社債の償還による支出 △1,864 △1,704

自己株式の取得による支出 △0 △0

非支配株主への配当金の支払額 △237 △316

その他 △406 △251

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,831 △7,635

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,352 2,752

現金及び現金同等物の期首残高 12,894 11,542

現金及び現金同等物の期末残高 11,542 14,294
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（５）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。

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度
期首株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 24,922,600 － － 24,922,600

自己株式

普通株式 8,546 160 － 8,706

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加160株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度
期首株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 24,922,600 － － 24,922,600

自己株式

普通株式 8,706 145 － 8,851

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加145株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成30年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 74 3.00 平成30年３月31日 平成30年６月29日
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（セグメント情報等）

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループの各事業は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展

開しております。

したがって、当社グループは、各事業を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「情報」、

「葬祭」及び「その他」の３つを報告セグメントとしております。

「情報」は、印刷物等の製造及び販売等、無料求人情報誌の発行、求人情報サイトの運営、出版物の出版・販売・

エコビジネス等を行っております。また、「葬祭」は、葬祭事業を行っており、「その他」は、ゴルフ場等の資産管

理等を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却前)ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２情報 葬祭 その他 合計

売上高

外部顧客への売上高 26,662 8,221 8 34,892 － 34,892

セグメント間の内部
売上高又は振替高

9 － － 9 △9 －

計 26,671 8,221 8 34,902 △9 34,892

セグメント利益又は損失(△) 301 2,916 △3 3,213 △651 2,561

セグメント資産 37,140 52,044 1,230 90,415 △8,474 81,941

その他の項目

減価償却費 1,151 822 3 1,976 49 2,025

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,024 5,179 1 6,205 0 6,205

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額の内容は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△651百万円が含まれておりま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額には、各セグメント間の相殺消去△9,096百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社資産622百万円が含まれております。

２．セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２情報 葬祭 その他 合計

売上高

外部顧客への売上高 27,797 8,658 6 36,462 － 36,462

セグメント間の内部
売上高又は振替高

8 － － 8 △8 －

計 27,806 8,658 6 36,471 △8 36,462

セグメント利益又は損失(△) 117 2,523 △4 2,635 △454 2,181

セグメント資産 35,206 52,630 844 88,682 △9,030 79,651

その他の項目

減価償却費 986 1,245 2 2,233 46 2,280

減損損失 － － 367 367 － 367

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,159 519 － 2,678 － 2,678

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額の内容は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△454百万円が含まれておりま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額には、各セグメント間の相殺消去△9,092百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社資産61百万円が含まれております。

２．セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

１株当たり純資産額 969.99円 １株当たり純資産額 1,114.27円

１株当たり当期純損失(△) △18.92円 １株当たり当期純利益 131.33円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。

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

(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失(△)(百万円)

△471 3,271

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(百万円)

△471 3,271

期中平均株式数(千株) 24,913 24,913

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,004 4,355

受取手形 520 522

電子記録債権 916 970

売掛金 4,493 4,514

商品及び製品 19 23

仕掛品 355 358

原材料及び貯蔵品 46 55

前渡金 184 75

前払費用 142 132

その他 903 1,585

貸倒引当金 △110 △556

流動資産合計 12,475 12,038

固定資産

有形固定資産

建物 14,613 10,880

減価償却累計額 △10,000 △7,475

建物（純額） 4,612 3,405

構築物 390 369

減価償却累計額 △328 △315

構築物（純額） 62 53

機械及び装置 9,284 9,303

減価償却累計額 △8,359 △8,416

機械及び装置（純額） 925 887

車両運搬具 38 39

減価償却累計額 △30 △34

車両運搬具（純額） 8 5

工具、器具及び備品 1,382 966

減価償却累計額 △646 △517

工具、器具及び備品（純額） 735 449

土地 6,817 5,903

リース資産 1,194 1,743

減価償却累計額 △822 △796

リース資産（純額） 371 947

その他 － 0

有形固定資産合計 13,533 11,652

無形固定資産

借地権 539 10

ソフトウエア 445 450

リース資産 13 299

その他 49 48

無形固定資産合計 1,047 808
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 3,614 4,095

関係会社株式 9,279 8,634

長期貸付金 333 108

関係会社長期貸付金 215 245

破産更生債権等 220 1

長期前払費用 2,049 2,038

その他 486 357

貸倒引当金 △424 △19

投資その他の資産合計 15,774 15,460

固定資産合計 30,354 27,921

繰延資産

社債発行費 117 76

繰延資産合計 117 76

資産合計 42,947 40,036

負債の部

流動負債

支払手形 116 118

買掛金 2,054 2,162

短期借入金 2,300 500

1年内返済予定の長期借入金 3,145 3,115

1年内償還予定の社債 1,680 1,360

リース債務 192 309

未払金 1,392 1,433

未払費用 218 202

未払法人税等 81 54

未払消費税等 146 81

前受金 45 64

預り金 40 53

前受収益 17 15

賞与引当金 221 215

その他 47 56

流動負債合計 11,700 9,745

固定負債

社債 4,160 2,800

長期借入金 13,233 10,157

関係会社長期借入金 9,000 9,000

リース債務 284 1,015

長期未払金 1,210 1,157

繰延税金負債 554 702

再評価に係る繰延税金負債 473 228

債務保証損失引当金 302 －

その他 212 253

固定負債合計 29,429 25,315

負債合計 41,130 35,060
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,000 1,000

資本剰余金

その他資本剰余金 － 206

資本剰余金合計 － 206

利益剰余金

利益準備金 29 －

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △2,823 3,378

利益剰余金合計 △2,793 3,378

自己株式 △5 △5

株主資本合計 1,201 4,579

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,256 1,591

土地再評価差額金 △640 △1,195

評価・換算差額等合計 615 396

純資産合計 1,817 4,975

負債純資産合計 42,947 40,036
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（２）損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当事業年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 24,329 24,926

売上原価

製品期首たな卸高 19 19

当期製品製造原価 17,931 19,072

合計 17,951 19,091

製品期末たな卸高 19 23

製品売上原価 17,931 19,067

売上総利益 6,397 5,858

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 2,322 2,231

運搬費 786 605

減価償却費 189 177

支払手数料 884 792

その他 2,072 2,092

販売費及び一般管理費合計 6,255 5,899

営業利益又は営業損失（△） 142 △41

営業外収益

受取利息 37 28

受取配当金 433 620

受取賃貸料 160 130

その他 180 152

営業外収益合計 811 931

営業外費用

支払利息 311 285

社債利息 30 22

賃貸費用 123 111

貸倒引当金繰入額 191 239

債務保証損失引当金繰入額 196 －

その他 169 119

営業外費用合計 1,023 778

経常利益又は経常損失（△） △69 111

特別利益

固定資産売却益 0 3,816

その他 3 0

特別利益合計 4 3,817

特別損失

固定資産売却損 － 235

固定資産除却損 119 15

関係会社株式評価損 2,405 844

本社移転費用 － 148

その他 918 36

特別損失合計 3,443 1,281

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △3,508 2,647

法人税、住民税及び事業税 25 69

法人税等調整額 － △244

法人税等合計 25 △175

当期純利益又は当期純損失（△） △3,533 2,823
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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４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本

合計利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 4,000 29 709 739 △5 4,734

当期変動額

当期純損失（△） △3,533 △3,533 △3,533

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △3,533 △3,533 △0 △3,533

当期末残高 4,000 29 △2,823 △2,793 △5 1,201

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 874 △640 234 4,968

当期変動額

当期純損失（△） △3,533

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

381 － 381 381

当期変動額合計 381 － 381 △3,151

当期末残高 1,256 △640 615 1,817
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当事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計その他資本剰

余金

資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 4,000 － － 29 △2,823 △2,793 △5 1,201

当期変動額

資本金から剰余金へ

の振替
△3,000 3,000 3,000 －

欠損填補 △2,793 △2,793 2,793 2,793 －

利益準備金の取崩 △29 29 － －

当期純利益 2,823 2,823 2,823

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の

取崩
554 554 554

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 △3,000 206 206 △29 6,201 6,171 △0 3,378

当期末残高 1,000 206 206 － 3,378 3,378 △5 4,579

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 1,256 △640 615 1,817

当期変動額

資本金から剰余金へ

の振替
－

欠損填補 －

利益準備金の取崩 －

当期純利益 2,823

自己株式の取得 △0

土地再評価差額金の

取崩
554

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

334 △554 △219 △219

当期変動額合計 334 △554 △219 3,158

当期末残高 1,591 △1,195 396 4,975
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（４）個別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。

５．その他

役員の異動(平成30年６月28日付予定)

（１）代表取締役の異動

①新任代表取締役

氏名 新役職名 現役職名

土井 常由 代表取締役社長 取締役

　

②退任代表取締役

氏名 新役職名 現役職名

浅野 健 相談役 代表取締役社長

　

（２）その他の役員の異動

①新任取締役候補

取締役 渡邊 義和

取締役 小林 秀昭

取締役 大曲 伸幸

社外取締役 千代田 有子

　

②退任予定取締役

取締役 芦田 正明

取締役 坂本 純一

　

※ 本日別途「代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ」にて公表しております。
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