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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年12月31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３四半期 16,995 △1.4 314 △32.5 921 △4.6 760 6.5

27年３月期第３四半期 17,238 5.3 466 174.6 966 50.2 713 79.8
(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 518百万円(△47.1％) 27年３月期第３四半期 980百万円(△19.8％)
　

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３四半期 52.26 －

27年３月期第３四半期 49.03 －
　　

（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３四半期 26,476 18,286 67.2

27年３月期 26,535 17,902 65.6
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 17,814百万円 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 － 4.50 －

28年３月期(予想) 5.50 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、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 22,600 △3.9 380 △36.7 1,120 △15.8 860 △20.4 59.11
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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３Ｑ 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３Ｑ 851,125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３Ｑ 14,548,811株 27年３月期３Ｑ 14,548,838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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の生産力は一進一退を繰り返し、足踏み状況となりつつ

も、企業の収益力は、円安によるかさ上げ効果のほか、原油安に伴うコスト低減が利益の押し上げに寄与するなど

景況感は底堅く推移いたしました。世界経済におきましては、中国を中心とした新興国経済の失速や資源価格の下

落がありましたが、全体として欧米諸国などの堅調な需要に支えられ、緩やかな推移となりました。

当社グループの主要取引先であります自動車業界は、国内販売台数の減少により厳しい状況が続いておりますが、

海外におきましては、北米市場が順調な個人消費を背景に好調に推移いたしました。産業機械部品につきましては、

建機・ロボットともに引き続き堅調に推移いたしました。

当社は今後の事業展開のため、北米及び南米地域への市場調査を行います。

この様な環境の下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は169億95百万円（前年同期比1.4%

減少）、営業利益は３億14百万円（前年同期比32.5%減少）、経常利益は９億21百万円（前年同期比4.6%減少）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は７億60百万円（前年同期比6.5%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、企業による設備投資が堅調に推移するなか、産業機械部品の受注が伸びました

が、自動車販売台数の減少による影響もあり、当社グループでは、売上高は163億63百万円（前年同期比1.8%減

少）、セグメント利益（営業利益）は10億２百万円（前年同期比9.7%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、新規商品を計画的に投入したことにより、オフィス関連商品の売上は好調とな

り、また、通販関係も増加となりましたが、為替の影響によりコスト高となったため、当社グループでは売上高

は６億32百万円（前年同期比9.8%増加）、セグメント損失（営業損失）は27百万円（前年同期はセグメント損失８

百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間の総資産は264億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円減少いたしまし

た。主な要因は、現金及び預金や有価証券が減少したことなどにより流動資産が７億74百万円減少し、関係会社出

資金及びその他（建設仮勘定など）の増加などにより固定資産が７億15百万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４億41百万円減少し、81億90百万円となりました。主な要因は、支払手形

及び買掛金、賞与引当金が減少しましたがその他（設備関係未払金など）の増加などにより流動負債が２億83百万

円減少し、また、長期借入金の減少などにより固定負債が１億57百万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３億83百万円増加し、182億86百万円となりました。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、業績等を勘案し、平成27年11月11日に公表いたしました業績

予想を修正しております。詳しくは本日（平成28年２月10日）発表いたしました「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照下さい。
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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、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３四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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,770,304 2,507,640

受取手形及び売掛金 4,891,596 4,863,577

電子記録債権 457,978 459,734

有価証券 483,164 32,585

商品及び製品 723,036 733,235

仕掛品 474,774 507,806

原材料及び貯蔵品 466,194 478,967

その他 329,296 238,602

流動資産合計 10,596,345 9,822,149

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,097,783 2,050,606

機械装置及び運搬具（純額） 5,485,642 5,466,900

工具、器具及び備品（純額） 510,027 457,288

その他（純額） 1,763,475 2,104,714

有形固定資産合計 9,856,929 10,079,509

無形固定資産

その他 299,401 388,406

無形固定資産合計 299,401 388,406

投資その他の資産

関係会社出資金 2,565,028 3,023,960

その他 3,285,546 3,166,022

貸倒引当金 △68,051 △3,200

投資その他の資産合計 5,782,523 6,186,782

固定資産合計 15,938,854 16,654,698

資産合計 26,535,199 26,476,848
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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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,767,456 3,578,954

短期借入金 173,250 131,880

1年内返済予定の長期借入金 360,390 280,740

未払法人税等 62,715 30,622

賞与引当金 275,495 66,758

その他 1,408,135 1,674,656

流動負債合計 6,047,443 5,763,611

固定負債

長期借入金 983,120 827,638

役員退職慰労引当金 118,015 120,674

環境対策引当金 38,383 18,170

退職給付に係る負債 74,511 68,752

その他 1,370,811 1,391,749

固定負債合計 2,584,842 2,426,984

負債合計 8,632,285 8,190,596

純資産の部

株主資本

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,392 574,405

利益剰余金 12,807,319 13,436,755

自己株式 △282,710 △282,685

株主資本合計 14,135,001 14,764,475

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 920,091 869,703

為替換算調整勘定 1,990,009 1,862,061

退職給付に係る調整累計額 376,923 318,488

その他の包括利益累計額合計 3,287,025 3,050,253

非支配株主持分 480,887 471,522

純資産合計 17,902,914 18,286,251

負債純資産合計 26,535,199 26,476,848
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 17,238,216 16,995,907

売上原価 15,234,666 15,158,578

売上総利益 2,003,549 1,837,328

販売費及び一般管理費 1,536,739 1,522,458

営業利益 466,809 314,870

営業外収益

受取利息 12,096 7,535

受取配当金 36,974 43,039

持分法による投資利益 301,155 513,355

その他 168,253 75,199

営業外収益合計 518,479 639,129

営業外費用

支払利息 18,363 12,810

為替差損 － 16,273

その他 870 3,451

営業外費用合計 19,233 32,534

経常利益 966,055 921,465

特別損失

固定資産除却損 7,931 1,641

特別損失合計 7,931 1,641

税金等調整前四半期純利益 958,124 919,824

法人税、住民税及び事業税 56,883 26,270

法人税等調整額 154,792 139,490

法人税等合計 211,676 165,761

四半期純利益 746,447 754,063

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

33,054 △6,311

親会社株主に帰属する四半期純利益 713,392 760,374
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 746,447 754,063

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 171,876 △49,341

為替換算調整勘定 66,539 △73,314

退職給付に係る調整額 △38,345 △58,435

持分法適用会社に対する持分相当額 34,422 △54,633

その他の包括利益合計 234,493 △235,724

四半期包括利益 980,941 518,338

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 947,995 523,603

非支配株主に係る四半期包括利益 32,946 △5,264
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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３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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 16,662,122 576,094 17,238,216 ─ 17,238,216

セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 16,662,122 576,094 17,238,216 ─ 17,238,216

セグメント利益又は損失(△) 1,110,682 △8,203 1,102,479 △635,669 466,809

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△635,669千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であ

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３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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 16,363,263 632,643 16,995,907 ─ 16,995,907

セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 16,363,263 632,643 16,995,907 ─ 16,995,907

セグメント利益又は損失(△) 1,002,859 △27,047 975,812 △660,941 314,870

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△660,941千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であ

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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