
  

2019年７月29日 

各   位 

会 社 名 藤倉コンポジット株式会社 

代表者名 代表取締役社長  森田 健司 

（コード番号5121 東証第１部） 

問合せ先 常務取締役管理本部長  植松 克夫 

（TEL 03－3527－8111） 

 

(訂正)「平成29年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」 

の一部訂正について 

 

当社は、2016年11月10日に開示いたしました「平成29年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連
結)」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 

 

１． 訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、別途、本日（2019年７月29日）付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告
書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。 

 

２． 訂正箇所 

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後の全文を添付し、訂正の箇所には  を付して表示しております。 
 

以  上 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９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 ％

29年３月期第２四半期 14,422 △5.1 821 7.5 592 △15.1 419 △13.2

28年３月期第２四半期 15,201 8.1 764 13.4 698 △11.4 483 △41.0

(注) 包括利益 29年３月期第２四半期△573百万円 ( －％) 28年３月期第２四半期 616百万円 (△27.2％)

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３月期第２四半期 17.95 －

28年３月期第２四半期 50.68 －

（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 ％

29年３月期第２四半期 30,492 21,595 70.8

28年３月期 31,611 22,309 70.6

(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 21,595 百万円 28年３月期 22,309 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３月期 － 6.00 － 6.00 12.00

29年３月期 － 6.00

29年３月期(予想) － 6.00 12.00

(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３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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 31,700 3.6 1,500 △2.6 1,700 25.5 1,300 49.6 55.6

(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 (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 ： 無

（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 ： 有

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

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 29年３月期２Ｑ 23,446,209株 28年３月期 23,446,209株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 49,103株 28年３月期 49,009株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 23,397,193株 28年３月期２Ｑ 23,397,296株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の
開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲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。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。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による経済政策を背景に雇用や所得環境の改善な

ど緩やかな回復基調が見られました。しかしながら、急速な円高の進行、中国をはじめとする新興国の景気減速

等、依然として不透明な状況のまま推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループでは、中期３ヵ年計画の最終年度として、積極的な営業活動、各事業・各

市場のニーズに対応した新製品の開発、原価低減等についてより一層注力してまいりました。

こうした中で、当第２四半期連結累計期間の売上高は144億２千２百万円(前年同四半期比5.1％減)、営業利益は

８億２千１百万円(前年同四半期比7.5％増)、経常利益は５億９千２百万円(前年同四半期比15.1％減)、親会社株

主に帰属する四半期純利益は４億１千９百万円(前年同四半期比13.2％減)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。

①産業用資材

工業用品部門は、国内においては前年並みの売上となりましたが、海外においては品種構成の変化により自動

車関連製品の受注が一時的に落ち込みました。制御機器部門は、液晶・半導体の製造に使用される機器の販売が

好調に推移し、売上が増加いたしました。電気材料部門は、電力・通信インフラ工事の減少により受注が減少い

たしました。

この結果、売上高は89億５千８百万円(前年同四半期比4.9％減)、営業利益は７億１千３百万円(前年同四半期

比0.9％減)となりました。

②引布加工品

引布部門は、一部の自動車製品の製造が海外に移管されたことにより受注が低迷いたしました。印刷材料部門

は、印刷市場の低迷、また円高の影響を受け利益が減少いたしました。加工品部門は、拡販に注力し、国内外に

おいて舶用品の受注が増加いたしましたが、利益面では他社との競合により厳しい状況が続きました。

この結果、売上高は24億７千７百万円(前年同四半期比2.5％増)、営業利益は４千３百万円(前年同四半期比

32.8％減)となりました。

③スポーツ用品

ゴルフ用カーボンシャフト部門は、ゴルフ用品市場が低迷している中、販促活動に注力し販売シェアを拡大い

たしました。また、昨年発売しました『Speeder EVOLUTIONⅡ』が好調に推移し、新製品『Speeder EVOLUTION

Ⅲ』への期待感が高まったことにより売上の増加につながりました。アウトドア用品部門は、広告宣伝活動に注

力しましたが、登山靴等の販売が低迷いたしました。

この結果、売上高は28億１千３百万円(前年同四半期比9.3％減)、営業利益は２億９千９百万円(前年同四半期

比48.0％増)となりました。

④その他

物流部門は、荷動きが低迷し売上が減少したものの、利益は前年並みを確保いたしました。

この結果、売上高は１億７千３百万円(前年同四半期比34.2％減)、営業利益は３千６百万円(前年同四半期比

1.4％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ11億１千９百万円減少の304億９

千２百万円となりました。負債につきましては、前連結会計年度末に比べ４億５百万円減少の88億９千６百万円と

なりました。純資産につきましては、215億９千５百万円となり、これらの結果、自己資本比率は70.6％から70.8

％に上昇いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成28年５月12日の「平成28年３月期 決算短信」で公表いたしました連結業績

予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微であります。

（２）追加情報

　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「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

四半期連結会計期間から適用しております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,149,887 4,402,643

受取手形及び売掛金 8,564,098 8,454,792

商品及び製品 2,090,804 2,194,195

仕掛品 2,001,427 2,115,320

原材料及び貯蔵品 580,761 580,566

その他 896,353 763,256

貸倒引当金 △25,835 △25,691

流動資産合計 19,257,496 18,485,083

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,870,945 3,559,173

機械装置及び運搬具（純額） 2,423,755 2,273,814

土地 3,185,455 3,178,198

建設仮勘定 660,072 783,430

その他（純額） 380,456 374,243

有形固定資産合計 10,520,684 10,168,859

無形固定資産

ソフトウエア 104,636 126,773

その他 269,178 202,667

無形固定資産合計 373,814 329,440

投資その他の資産

投資その他の資産 2,490,968 2,519,817

貸倒引当金 △1,031,018 △1,010,474

投資その他の資産合計 1,459,950 1,509,343

固定資産合計 12,354,449 12,007,643

資産合計 31,611,945 30,492,726
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,485,512 2,428,695

短期借入金 3,218,984 3,025,586

未払法人税等 110,933 138,664

賞与引当金 337,094 340,124

その他 1,356,765 1,161,210

流動負債合計 7,509,290 7,094,282

固定負債

環境対策引当金 33,738 33,738

退職給付に係る負債 1,119,163 1,098,952

資産除去債務 20,800 20,800

その他 619,047 649,033

固定負債合計 1,792,749 1,802,524

負債合計 9,302,039 8,896,807

純資産の部

株主資本

資本金 3,804,298 3,804,298

資本剰余金 3,212,485 3,212,485

利益剰余金 14,276,463 14,556,018

自己株式 △20,167 △20,210

株主資本合計 21,273,079 21,552,591

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 240,896 302,356

繰延ヘッジ損益 △5,085 △1,190

為替換算調整勘定 1,209,890 114,371

退職給付に係る調整累計額 △408,875 △372,208

その他の包括利益累計額合計 1,036,826 43,328

純資産合計 22,309,906 21,595,919

負債純資産合計 31,611,945 30,492,726
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 15,201,794 14,422,531

売上原価 11,393,396 10,645,445

売上総利益 3,808,397 3,777,085

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 219,236 237,053

給料及び手当 960,275 920,857

賞与引当金繰入額 94,262 94,345

退職給付費用 48,659 52,839

減価償却費 68,339 68,850

研究開発費 338,238 317,271

その他 1,314,533 1,264,004

販売費及び一般管理費合計 3,043,544 2,955,222

営業利益 764,853 821,863

営業外収益

受取利息 10,447 5,758

受取配当金 29,655 28,846

為替差益 22,894 ―

受取賃貸料 19,913 17,561

その他 59,945 45,217

営業外収益合計 142,856 97,384

営業外費用

支払利息 11,101 10,135

為替差損 ― 147,237

賃貸収入原価 7,129 7,622

固定資産除却損 2,759 1,102

固定資産廃棄損 24,001 ―

貸倒引当金繰入額 108,274 111,058

その他 56,070 49,117

営業外費用合計 209,337 326,274

経常利益 698,372 592,973

税金等調整前四半期純利益 698,372 592,973

法人税、住民税及び事業税 148,389 154,981

法人税等調整額 66,129 18,054

法人税等合計 214,518 173,035

四半期純利益 483,854 419,938

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 483,854 419,938

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △51,836 61,460

繰延ヘッジ損益 △102 3,894

為替換算調整勘定 153,846 △1,095,519

退職給付に係る調整額 31,162 36,667

その他の包括利益合計 133,069 △993,497

四半期包括利益 616,923 △573,559

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 616,923 △573,559
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

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：千円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額
(注)２

産業用資材 引布加工品
スポーツ
用品

その他

売上高

外部顧客への売上高 9,418,127 2,417,490 3,102,602 263,573 15,201,794 ― 15,201,794

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 59,541 59,541 △59,541 ―

計 9,418,127 2,417,490 3,102,602 323,115 15,261,335 △59,541 15,201,794

セグメント利益 719,383 65,267 202,505 35,723 1,022,879 △258,026 764,853

(注) １ セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去197千円及び各報告セグメントに配分していない全社

費用△258,223千円が含まれています。全社費用は、主に当社の総務部門、人事部門、経理部門にかかる費

用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

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：千円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額
(注)２

産業用資材 引布加工品
スポーツ
用品

その他

売上高

外部顧客への売上高 8,958,734 2,477,071 2,813,342 173,382 14,422,531 ― 14,422,531

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 56,159 56,159 △56,159 ―

計 8,958,734 2,477,071 2,813,342 229,542 14,478,691 △56,159 14,422,531

セグメント利益 713,223 43,858 299,640 36,238 1,092,961 △271,097 821,863

(注) １ セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去180千円及び各報告セグメントに配分していない全社

費用△271,278千円が含まれています。全社費用は、主に当社の総務部門、人事部門、経理部門にかかる費

用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。
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