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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第１四半期 5,155 △8.7 △47 － 64 △77.9 △87 －

28年３月期第１四半期 5,648 1.7 112 △3.5 293 33.7 256 34.9
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 △548百万円( －％) 28年３月期第１四半期 325百万円( －％)
　

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

29年３月期第１四半期 △5.99 －

28年３月期第１四半期 17.62 －
　　

（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１四半期 25,343 17,219 66.0

28年３月期 25,621 17,852 67.8
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 16,745百万円 28年３月期 17,373百万円
　　　

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 － 4.50 － 5.50 10.00

29年３月期 －

29年３月期(予想) 5.00 － 5.00 10.00
(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、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) 10,530 △7.5 △60 － 180 △72.9 △20 － △1.37

通期 22,400 △0.2 250 △19.6 920 △15.1 630 △29.7 43.30
(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 ： 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) 29年３月期１Ｑ 15,400,000株 28年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 851,185株 28年３月期 851,125株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 14,548,830株 28年３月期１Ｑ 14,548,788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り雇用情勢や設備投資の改善が見られる

など、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、為替の急激な円高が進行するなど予断を許さない状況が続いて

おります。世界経済におきましては、米国など先進国経済は底堅く推移した一方、中国をはじめとする新興国の景

気減速等により経済成長の低下が顕著となりました。

当社におきましては、４月に発生いたしました熊本地震により熊本工場が被災し、操業停止に追い込まれました

が、現在は地震前の生産状況まで回復いたしました。しかしながら、主要取引先であります自動車業界におきまし

ては、熊本地震によって自動車関連メーカーはサプライチェーンの寸断等により生産調整を余儀なくされる状況と

なりました。

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51億55百万円（前年同期比8.7%

減少）、営業損失は47百万円（前年同期は営業利益１億12百万円）、経常利益は64百万円（前年同期比77.9%減

少）、親会社株主に帰属する四半期純損失は87百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益２億56百万

円）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、熊本地震による自動車メーカーの工場稼動停止の影響や、中国の景気減速の影

響を受け、当社グループでは、売上高は49億38百万円（前年同期比9.3%減少）、セグメント利益（営業利益）は

１億82百万円（前年同期比45.4%減少）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、家具市場の回復が鈍い中、新商品の拡販活動に努めてまいりました結果、当社

グループでは売上高は２億17百万円（前年同期比8.9%増加）、セグメント損失（営業損失）は７百万円（前年同

期はセグメント損失10百万円）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253億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億77百万円減少いたし

ました。主な要因は、現金及び預金、その他（繰延税金資産など）の増加などにより流動資産が１億15百万円増加

しましたが、機械装置及び運搬具の減少や、投資有価証券の減少などにより固定資産が３億92百万円減少したこと

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３億55百万円増加し、81億24百万円となりました。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４億55百万円増加し、繰延税金負債の

減少などにより固定負債が99百万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６億32百万円減少し、172億19百万円となりました。主な要因は、利益

剰余金や為替換算調整勘定の減少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29年３月期の連結業績予想につきましては、平成28年６月２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

該当事項はありません。

（４）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）を当第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１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,460,872 2,487,330

受取手形及び売掛金 4,508,202 3,851,700

電子記録債権 641,002 1,304,628

有価証券 32,582 32,633

商品及び製品 764,838 745,615

仕掛品 426,519 471,839

原材料及び貯蔵品 500,062 511,974

その他 258,096 301,775

流動資産合計 9,592,177 9,707,496

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,057,649 2,001,402

機械装置及び運搬具（純額） 5,524,303 5,312,160

工具、器具及び備品（純額） 578,791 566,994

その他（純額） 1,861,773 1,852,553

有形固定資産合計 10,022,517 9,733,110

無形固定資産

その他 501,660 621,140

無形固定資産合計 501,660 621,140

投資その他の資産

関係会社出資金 2,906,933 2,892,987

その他 2,601,286 2,392,273

貸倒引当金 △3,200 △3,200

投資その他の資産合計 5,505,019 5,282,061

固定資産合計 16,029,197 15,636,312

資産合計 25,621,374 25,343,808
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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１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,116,949 1,963,994

電子記録債務 408,522 1,712,315

短期借入金 128,100 121,940

1年内返済予定の長期借入金 242,614 204,807

未払法人税等 38,780 21,997

賞与引当金 278,374 72,212

その他 1,212,518 1,783,664

流動負債合計 5,425,859 5,880,931

固定負債

長期借入金 879,120 850,368

役員退職慰労引当金 125,261 129,840

環境対策引当金 12,461 12,461

退職給付に係る負債 70,735 74,619

その他 1,255,705 1,176,342

固定負債合計 2,343,284 2,243,632

負債合計 7,769,143 8,124,564

純資産の部

株主資本

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,405 574,405

利益剰余金 13,572,811 13,405,579

自己株式 △282,685 △282,707

株主資本合計 14,900,531 14,733,276

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 703,673 559,675

為替換算調整勘定 1,656,319 1,352,704

退職給付に係る調整累計額 113,185 100,279

その他の包括利益累計額合計 2,473,179 2,012,659

非支配株主持分 478,520 473,308

純資産合計 17,852,230 17,219,244

負債純資産合計 25,621,374 25,343,808
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 5,648,689 5,155,763

売上原価 5,036,909 4,684,018

売上総利益 611,779 471,745

販売費及び一般管理費 499,463 519,362

営業利益又は営業損失（△） 112,316 △47,617

営業外収益

受取利息 3,061 1,871

受取配当金 24,234 22,621

持分法による投資利益 127,340 126,490

その他 31,551 24,160

営業外収益合計 186,187 175,143

営業外費用

支払利息 4,903 3,679

為替差損 － 58,198

その他 7 1,009

営業外費用合計 4,911 62,887

経常利益 293,592 64,638

特別損失

固定資産除却損 574 1,192

災害による損失 － 196,987

特別損失合計 574 198,179

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

293,018 △133,541

法人税、住民税及び事業税 104,140 8,011

法人税等調整額 △65,226 △52,618

法人税等合計 38,913 △44,607

四半期純利益又は四半期純損失（△） 254,105 △88,933

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △2,349 △1,720

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（△）

256,455 △87,213
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 254,105 △88,933

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 47,884 △143,387

為替換算調整勘定 28,317 △163,829

退職給付に係る調整額 △19,478 △12,905

持分法適用会社に対する持分相当額 14,657 △139,786

その他の包括利益合計 71,381 △459,909

四半期包括利益 325,486 △548,843

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 327,570 △547,733

非支配株主に係る四半期包括利益 △2,083 △1,110
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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28年４月１日 至 平成28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。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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 4,938,677 217,086 5,155,763 ― 5,155,763

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,938,677 217,086 5,155,763 ― 5,155,763

セグメント利益又は損失(△) 182,010 △7,689 174,321 △221,939 △47,617

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△221,939千円は、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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