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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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 ％

30年３月期第１四半期 2,121 1.5 46 ― 67 ― 38 ―

29年３月期第１四半期 2,090 △6.0 △65 ― △59 ― △72 ―

(注)包括利益 30年３月期第１四半期 31 百万円 ( ―％) 29年３月期第１四半期 △161 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

30年３月期第１四半期 8.32 ―

29年３月期第１四半期 △15.60 ―
　
（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 ％

30年３月期第１四半期 12,830 9,313 72.6

29年３月期 12,960 9,319 71.9

(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 9,313 百万円 29年３月期 9,319 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

29年３月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) 0.00 ― 40.00 40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式５株につき１株の割合をもって株式併合を実施する予定であるため、平成30年３月期

(予想)の１株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合を考慮した金額を記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成30年３月

期(予想)の１株当たり期末配当金は８円00銭となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご

覧下さい。

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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) 4,230 △0.6 75 617.3 115 347.0 75 ― 16.10

通期 9,200 3.1 300 70.1 375 38.0 245 36.4 262.91
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※平成30年３月期の業績予想(通期)における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。株式併合をしない場

合の平成30年３月期の業績予想(通期)における１株当たり当期純利益は52円58銭となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に

関する説明、その他特記事項」をご覧下さい。
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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) 30年３月期１Ｑ 5,000,000株 29年３月期 5,000,000株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 340,580株 29年３月期 340,536株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 4,659,432株 29年３月期１Ｑ 4,659,464株

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１.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。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。

　
２.当社は、平成29年６月29日開催の第67回定時株主総会において、平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５

株につき１株の割合をもって株式併合を実施し、併せて同日付で単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を実施
することが決議されました。なお、株式併合を考慮しない場合の平成30年３月期の配当予想、業績予想(通期)は以下
のとおりとなります。

(1)平成30年３月期の配当予想
　 1株当たり期末配当金 ８円00銭
(2)平成30年３月期の業績予想(通期)
　 1株当たり当期純利益 52円58銭
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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

　（１）経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境が大きく改善するなど政府による経済政策の効果が

みられ、企業収益も回復傾向にあるものの、個人消費は依然足踏み状態がみられ、新興国経済の減速、英国のＥＵ

離脱問題、米国の政策の影響や東アジア地域の地政学リスク等により先行きの不透明感が増しております。

このような状況のもと、当社グループとしましては、如何なる環境変化にも対応して、持続的発展を遂げられる

よう、全力を使って付加価値を創出する、を基本方針に、「グローバル展開」、「付加価値の創出」、「生産拠点

の整備」、「強固な事業基盤の構築」を重点施策として持続的発展を目指してまいりました。

当社グループの業績につきましては、売上高は21億21百万円（前年同四半期比101.5%）となりました。損益面に

おきましては、材料のコストダウン等売上総利益率の改善に努めたほか、連結子会社の損益の改善もあり営業利益

46百万円（前年同四半期は営業損失65百万円）となり、経常利益67百万円（前年同四半期は経常損失59百万円）、

親会社株主に帰属する四半期純利益38百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失72百万円）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。

環境・エネルギー資材

環境資材については、耐熱フィルター、触媒ロフを中心に販売の強化に努めましたが前年同四半期に比べ大きく

減少しました。エネルギー資材につきましては、ＮＡＳ電池電極材の販売が第２四半期以降にずれ込み減少しまし

たが、溶剤回収フィルターは好調に推移しました。その結果、売上高３億94百万円（前年同四半期比101.2％）、

セグメント利益13百万円（前年同四半期比81.8％）となりました。

工業資材

工業資材については、販売は土木向け資材を中心に堅調に推移しました。その結果、売上高８億59百万円（前年

同四半期比108.4％）、セグメント利益１億78百万円（前年同四半期比229.4％）となりました。

建装・自動車資材

建装資材については、販売は前年同四半期に比べやや軟調に推移しました。自動車資材につきましては、需要の

減少により販売は大きく減少しました。その結果、売上高７億42百万円（前年同四半期比93.0％）、セグメント利

益51百万円（前年同四半期比87.3％）となりました。

その他

その他事業については、電気資材、衣料資材、帽子帽材等ともに販売の強化に取り組みました。その結果、売上

高１億25百万円（前年同四半期比114.3％）、セグメント損失３百万円（前年同四半期はセグメント損失10百万

円）となりました。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,732,572 2,677,211

受取手形及び売掛金 2,369,017 2,235,819

電子記録債権 713,319 664,717

商品及び製品 1,052,545 1,124,456

仕掛品 284,845 316,958

原材料及び貯蔵品 460,471 491,705

繰延税金資産 131,303 114,944

その他 140,254 139,545

貸倒引当金 △4,099 △0

流動資産合計 7,880,229 7,765,357

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,216,170 3,213,174

減価償却累計額 △1,826,064 △1,845,747

建物及び構築物（純額） 1,390,106 1,367,426

機械装置及び運搬具 5,913,444 5,915,659

減価償却累計額 △5,588,371 △5,607,339

機械装置及び運搬具（純額） 325,073 308,319

土地 1,603,210 1,586,068

建設仮勘定 4,233 8,374

その他 487,335 509,167

減価償却累計額 △295,878 △303,414

その他（純額） 191,457 205,752

有形固定資産合計 3,514,080 3,475,941

無形固定資産

ソフトウエア 73,476 69,408

その他 25,753 23,807

無形固定資産合計 99,230 93,216

投資その他の資産

投資有価証券 1,203,614 1,249,387

繰延税金資産 142,362 126,324

その他 128,323 126,632

貸倒引当金 △6,947 △6,827

投資その他の資産合計 1,467,352 1,495,515

固定資産合計 5,080,663 5,064,673

資産合計 12,960,892 12,830,031
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 811,281 485,130

電子記録債務 417,208 717,027

短期借入金 350,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 93,140 91,142

未払費用 100,550 104,471

未払法人税等 99,672 31,059

賞与引当金 163,219 97,389

その他 229,805 265,935

流動負債合計 2,264,877 2,142,156

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 386,200 364,600

退職給付に係る負債 609,085 618,715

その他 281,317 290,576

固定負債合計 1,376,603 1,373,891

負債合計 3,641,480 3,516,048

純資産の部

株主資本

資本金 1,716,300 1,716,300

資本剰余金 1,599,813 1,599,813

利益剰余金 5,867,955 5,869,441

自己株式 △222,392 △222,416

株主資本合計 8,961,676 8,963,137

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 267,480 299,459

為替換算調整勘定 145,036 102,720

退職給付に係る調整累計額 △54,780 △51,333

その他の包括利益累計額合計 357,735 350,846

純資産合計 9,319,412 9,313,983

負債純資産合計 12,960,892 12,830,031
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 2,090,035 2,121,228

売上原価 1,682,514 1,600,984

売上総利益 407,520 520,243

販売費及び一般管理費 473,370 473,259

営業利益又は営業損失（△） △65,849 46,983

営業外収益

受取利息 2,427 1,783

受取配当金 4,699 5,095

不動産賃貸料 20,324 20,383

その他 5,611 2,631

営業外収益合計 33,063 29,892

営業外費用

支払利息 4,679 3,785

売上割引 2,685 2,375

不動産賃貸原価 2,027 2,022

為替差損 13,124 978

その他 4,638 1

営業外費用合計 27,154 9,163

経常利益又は経常損失（△） △59,939 67,713

特別損失

固定資産除却損 29 ―

特別損失合計 29 ―

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（△）

△59,969 67,713

法人税、住民税及び事業税 16,493 11,298

法人税等調整額 △3,753 17,653

法人税等合計 12,740 28,952

四半期純利益又は四半期純損失（△） △72,709 38,760

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（△）

― ―

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（△）

△72,709 38,760
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △72,709 38,760

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20,358 31,979

為替換算調整勘定 △72,600 △42,316

退職給付に係る調整額 3,847 3,447

その他の包括利益合計 △89,110 △6,889

四半期包括利益 △161,820 31,871

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △161,820 31,871

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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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。
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