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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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 ％

30年３月期第２四半期 4,387 3.1 121 ― 167 541.7 117 ―

29年３月期第２四半期 4,254 △7.4 10 ― 26 ― 3 ―

(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 265百万円 ( ―％) 29年３月期第２四半期 △160 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２四半期 126.21 ―

29年３月期第２四半期 3.55 ―
※当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行わ

れたと仮定して「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

（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２四半期 12,984 9,547 73.5

29年３月期 12,960 9,319 71.9

(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 9,547 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 ― 0.00

30年３月期(予想) ― 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日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。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、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 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
※当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。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２Ｑ 1,000,000株 29年３月期 1,000,000株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 68,160株 29年３月期 68,107株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 931,874株 29年３月期２Ｑ 931,893株

※当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行わ

れたと仮定して「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※ 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、株式併合と単元株式数の変更について承認可決さ

れ、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)を実施しております。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

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境の改善が続く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、先行きの不透明感が続いております。

　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、東日本大震災の廃棄物処理場向けの土木資材の販売が増加したこともあり、売

上高は43億87百万円（前年同四半期比103.1%）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１億21百万円（前年同四半期は営業利益10百万円）

となり、経常利益１億67百万円（前年同四半期比641.7％）、親会社株主に帰属する四半期純利益１億17百万円（前年同

四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益３百万円）となりました。

セグメント別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、販売は堅調に推移しましたが、損益は悪化しました。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３四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８億76百万円（前年同四半期比105.5％）、セグメント利益35百万円（前

年同四半期比66.4％）となりました。

工業資材

工業資材については、販売は土木資材を中心に好調に推移しました。その結果、売上高17億52百万円（前年同四半期

比112.5％）、セグメント利益３億63百万円（前年同四半期比157.6％）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14億95百万円（前年同四半期比93.3％）、セグメント利益１億９

百万円（前年同四半期比86.1％）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２

億62百万円（前年同四半期比100.0％）、セグメント損失９百万円（前年同四半期はセグメント損失４百万円）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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,732,572 2,697,833

受取手形及び売掛金 2,369,017 2,217,800

電子記録債権 713,319 740,469

商品及び製品 1,052,545 1,090,535

仕掛品 284,845 305,116

原材料及び貯蔵品 460,471 424,931

繰延税金資産 131,303 126,234

その他 140,254 162,817

貸倒引当金 △4,099 △59

流動資産合計 7,880,229 7,765,680

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,216,170 3,219,070

減価償却累計額 △1,826,064 △1,867,419

建物及び構築物（純額） 1,390,106 1,351,651

機械装置及び運搬具 5,913,444 5,953,638

減価償却累計額 △5,588,371 △5,627,873

機械装置及び運搬具（純額） 325,073 325,765

土地 1,603,210 1,585,152

建設仮勘定 4,233 20,067

その他 487,335 505,913

減価償却累計額 △295,878 △308,879

その他（純額） 191,457 197,033

有形固定資産合計 3,514,080 3,479,670

無形固定資産

ソフトウエア 73,476 71,852

その他 25,753 21,861

無形固定資産合計 99,230 93,713

投資その他の資産

投資有価証券 1,203,614 1,471,451

繰延税金資産 142,362 56,365

その他 128,323 125,076

貸倒引当金 △6,947 △6,981

投資その他の資産合計 1,467,352 1,645,911

固定資産合計 5,080,663 5,219,295

資産合計 12,960,892 12,984,975
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 811,281 403,277

電子記録債務 417,208 671,976

短期借入金 350,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 93,140 89,144

未払費用 100,550 102,734

未払法人税等 99,672 68,178

賞与引当金 163,219 174,544

その他 229,805 225,082

流動負債合計 2,264,877 2,084,937

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 386,200 343,000

退職給付に係る負債 609,085 631,362

その他 281,317 278,327

固定負債合計 1,376,603 1,352,689

負債合計 3,641,480 3,437,627

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 5,948,290

自己株式 △222,392 △222,551

株主資本合計 8,961,676 9,041,851

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 267,480 452,866

為替換算調整勘定 145,036 100,516

退職給付に係る調整累計額 △54,780 △47,886

その他の包括利益累計額合計 357,735 505,496

純資産合計 9,319,412 9,547,348

負債純資産合計 12,960,892 12,984,975
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 4,254,609 4,387,032

売上原価 3,328,040 3,326,296

売上総利益 926,568 1,060,735

販売費及び一般管理費 916,112 939,175

営業利益 10,456 121,559

営業外収益

受取利息 4,274 3,907

受取配当金 7,508 8,180

不動産賃貸料 40,665 40,857

為替差益 ― 3,180

その他 12,394 7,829

営業外収益合計 64,842 63,955

営業外費用

支払利息 9,020 7,918

売上割引 4,896 4,774

不動産賃貸原価 4,054 4,044

為替差損 23,677 ―

その他 7,473 803

営業外費用合計 49,123 17,540

経常利益 26,175 167,974

特別損失

固定資産除却損 29 0

特別損失合計 29 0

税金等調整前四半期純利益 26,146 167,974

法人税、住民税及び事業税 39,182 42,512

法人税等調整額 △16,341 7,852

法人税等合計 22,841 50,364

四半期純利益 3,304 117,610

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,304 117,610
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四半期連結包括利益計算書

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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 3,304 117,610

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,758 185,386

為替換算調整勘定 △166,367 △44,520

退職給付に係る調整額 7,695 6,894

その他の包括利益合計 △163,430 147,760

四半期包括利益 △160,126 265,370

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △160,126 265,370

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 26,146 167,974

減価償却費 129,349 128,309

のれん償却額 13,381 ―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 35,421 32,562

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,324 △3,902

受取利息及び受取配当金 △11,783 △12,087

支払利息 9,020 7,918

有形固定資産除却損 29 0

売上債権の増減額（△は増加） 494,634 116,358

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,903 △24,306

長期前払費用の増減額（△は増加） ― 7,943

仕入債務の増減額（△は減少） △149,038 △146,456

未払金の増減額（△は減少） 2,644 △13,565

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,608 △44,750

その他 △15,732 △29,847

小計 554,260 186,149

利息及び配当金の受取額 11,355 12,187

利息の支払額 △8,919 △7,860

法人税等の還付額 8,523 ―

法人税等の支払額 △32,583 △67,674

営業活動によるキャッシュ・フロー 532,636 122,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △492,000 △492,000

定期預金の払戻による収入 450,000 492,000

有形固定資産の取得による支出 △35,066 △38,687

有形固定資産の売却による収入 450 ―

無形固定資産の取得による支出 △3,817 △6,352

貸付けによる支出 ― △2,410

貸付金の回収による収入 182 1,589

その他 0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,250 △45,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 230,000 ―

長期借入金の返済による支出 △244,696 △47,196

リース債務の返済による支出 △21,109 △22,693

社債の発行による収入 98,040 ―

社債の償還による支出 △100,000 ―

自己株式の取得による支出 ― △159

配当金の支払額 △36,903 △33,684

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,668 △103,733

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,472 △7,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 344,245 △34,739

現金及び現金同等物の期首残高 1,520,522 2,240,572

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 32,476 ―

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,897,245 2,205,833
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（４）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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