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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第１四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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 ％

28年３月期第１四半期 5,648 1.7 112 △3.5 293 33.7 256 34.9

27年３月期第１四半期 5,549 2.1 116 74.5 219 △18.4 190 △7.8
(注) 包括利益 28年３月期第１四半期 325百万円( －％) 27年３月期第１四半期 △74百万円( －％)
　

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

28年３月期第１四半期 17.62 －

27年３月期第１四半期 13.06 －
　　

（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 ％

28年３月期第１四半期 26,775 18,158 66.0

27年３月期 26,535 17,902 65.6
(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 17,684百万円 27年３月期 17,422百万円
　　　

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

27年３月期 － 4.50 － 4.50 9.00

28年３月期 －

28年３月期(予想) 4.50 － 4.50 9.00
(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28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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) 11,300 0.1 120 △54.4 470 △12.3 370 △11.3 25.43

通期 24,000 2.0 610 1.4 1,350 1.4 1,060 △1.9 72.85
(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 ： 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
　　

（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) 28年３月期１Ｑ 15,400,000株 27年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ 851,212株 27年３月期 851,212株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 14,548,788株 27年３月期１Ｑ 14,548,896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ますが、この四半期決算短
信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表の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、当社が入手している情報及び合理的であると判断
でき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。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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策による円安基調を背景として、輸出関連企業

を中心に収益改善が見られる一方、輸入原材料価格の上昇などのマイナス面もあり、先行きは依然として不透明な

状況が続いております。世界経済におきましては、好調な米国とは対照的に、ギリシャの債務問題が再燃する欧

州、景気の減速が顕著な中国、という状況が続いております。

当社グループの主要取引先であります自動車業界は、低燃費の小型車が売れ行きの中心になってはいますが、販

売台数は減少傾向が続く国内に対し、海外、特に北米市場が好調に推移いたしました。産業機械部品につきまして

は、海外向けのロボット部品が堅調に推移しております。

この様な環境の下、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56億48百万円（前年同期比1.7%

増加）、営業利益は１億12百万円（前年同期比3.5%減少）、経常利益は２億93百万円（前年同期比33.7%増加）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は２億56百万円（前年同期比34.9%増加）となりました。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 可鍛事業

当セグメントにおきましては、国内自動車市場が縮小する中、海外において引き続き好調な北米市場、また、

欧州や中国など海外向けの産業用ロボット部品が好調に推移いたしました結果、当社グループでは、売上高は54

億49百万円（前年同期比1.8%増加）、セグメント利益（営業利益）は３億33百万円（前年同期比0.9%増加）とな

りました。

② 金属家具事業

当セグメントにおきましては、拡販活動に努めてまいりましたが、家具市場が例年以上に冷え込んだことや、

円安の影響が大きく、当社グループでは売上高は１億99百万円（前年同期比0.9%減少）、セグメント損失（営業

損失）は10百万円（前年同期はセグメント損失２百万円）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の総資産は267億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億40百万円増加いたし

ました。主な要因は、現金及び預金が減少しましたが、その他（繰延税金資産など）の増加などにより流動資産が

11百万円増加したこと、また機械装置及び運搬具が減少しましたが、その他（建設仮勘定など）及び関係会社出資

金の増加などにより固定資産が２億29百万円増加したことによるものであります。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ15百万円減少し、86億17百万円となりました。主な要因は、賞与引当金が

減少しましたが、その他（未払費用など）の増加などにより流動負債が52百万円増加し、長期借入金の減少などに

より固定負債が67百万円減少したことによるものであります。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ２億55百万円増加し、181億58百万円となりました。主な要因は、利益

剰余金の増加などによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年３月期の連結業績予想につきましては、平成27年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。

　 今後、業績予想数値に修正が生じる場合は、速やかに公表いたします。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）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)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支

配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び

前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,770,304 2,654,306

受取手形及び売掛金 4,891,596 4,915,059

電子記録債権 457,978 458,769

有価証券 483,164 483,229

商品及び製品 723,036 757,019

仕掛品 474,774 463,875

原材料及び貯蔵品 466,194 481,180

その他 329,296 393,999

流動資産合計 10,596,345 10,607,439

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,097,783 2,098,559

機械装置及び運搬具（純額） 5,485,642 5,301,495

工具、器具及び備品（純額） 510,027 512,303

その他（純額） 1,763,475 1,946,176

有形固定資産合計 9,856,929 9,858,534

無形固定資産

その他 299,401 314,959

無形固定資産合計 299,401 314,959

投資その他の資産

関係会社出資金 2,565,028 2,706,832

その他 3,285,546 3,291,345

貸倒引当金 △68,051 △3,200

投資その他の資産合計 5,782,523 5,994,978

固定資産合計 15,938,854 16,168,473

資産合計 26,535,199 26,775,912
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,767,456 3,685,268

短期借入金 173,250 135,520

1年内返済予定の長期借入金 360,390 341,140

未払法人税等 62,715 110,151

賞与引当金 275,495 67,481

その他 1,408,135 1,760,085

流動負債合計 6,047,443 6,099,647

固定負債

長期借入金 983,120 897,835

役員退職慰労引当金 118,015 111,493

環境対策引当金 38,383 44,092

退職給付に係る負債 74,511 70,925

その他 1,370,811 1,393,087

固定負債合計 2,584,842 2,517,434

負債合計 8,632,285 8,617,081

純資産の部

株主資本

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,392 574,392

利益剰余金 12,807,319 12,998,305

自己株式 △282,710 △282,710

株主資本合計 14,135,001 14,325,987

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 920,091 967,710

為替換算調整勘定 1,990,009 2,032,984

退職給付に係る調整累計額 376,923 357,445

その他の包括利益累計額合計 3,287,025 3,358,140

非支配株主持分 480,887 474,702

純資産合計 17,902,914 18,158,830

負債純資産合計 26,535,199 26,775,912
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 5,549,294 5,648,689

売上原価 4,914,647 5,036,909

売上総利益 634,646 611,779

販売費及び一般管理費 518,190 499,463

営業利益 116,456 112,316

営業外収益

受取利息 628 3,061

受取配当金 20,717 24,234

持分法による投資利益 117,112 127,340

その他 26,556 31,551

営業外収益合計 165,015 186,187

営業外費用

支払利息 5,697 4,903

為替差損 47,481 －

その他 8,727 7

営業外費用合計 61,906 4,911

経常利益 219,565 293,592

特別損失

固定資産除却損 1,626 574

特別損失合計 1,626 574

税金等調整前四半期純利益 217,938 293,018

法人税、住民税及び事業税 107,663 104,140

法人税等調整額 △76,753 △65,226

法人税等合計 30,910 38,913

四半期純利益 187,028 254,105

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △3,022 △2,349

親会社株主に帰属する四半期純利益 190,051 256,455
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 187,028 254,105

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 19,096 47,884

為替換算調整勘定 △166,537 28,317

退職給付に係る調整額 △12,781 △19,478

持分法適用会社に対する持分相当額 △100,994 14,657

その他の包括利益合計 △261,217 71,381

四半期包括利益 △74,189 325,486

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △71,185 327,570

非支配株主に係る四半期包括利益 △3,004 △2,083
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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27年４月１日 至 平成27年６月30日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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：千円)

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２可鍛事業 金属家具事業 計

売上高

外部顧客への売上高 5,348,087 201,206 5,549,294 ― 5,549,294

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,348,087 201,206 5,549,294 ― 5,549,294

セグメント利益又は損失(△) 330,631 △2,606 328,024 △211,568 116,456

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△211,568千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用です。

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 セグメント利益又は損失(△)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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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：千円)

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２可鍛事業 金属家具事業 計

売上高

外部顧客への売上高 5,449,369 199,319 5,648,689 ― 5,648,689

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,449,369 199,319 5,648,689 ― 5,648,689

セグメント利益又は損失(△) 333,686 △10,171 323,515 △211,198 112,316

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△211,198千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用です。

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 セグメント利益又は損失(△)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。
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