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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年3月期第1四半期 1,310 3.9 96 116.5 101 67.5 96 90.2
26年3月期第1四半期 1,261 △10.1 44 4.0 60 15.2 50 32.8

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 97百万円 （94.3％） 26年3月期第1四半期 50百万円 （44.5％）

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

27年3月期第1四半期 0.69 ―
26年3月期第1四半期 0.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第1四半期 11,742 9,025 76.9
26年3月期 11,860 9,067 76.5
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 9,025百万円 26年3月期 9,067百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
 

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

26年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 0.00 ― 1.00 1.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

売上高 営業利益 経常利益 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) 2,586 1.3 120 6.5 123 △4.7 103 △4.6 0.74
通期 5,340 0.9 300 13.5 300 4.0 260 7.8 1.87



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 
(注)詳細は、（添付資料）3ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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、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およ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、四半
期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期1Q 143,611,765 株 26年3月期 143,611,765 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 4,461,426 株 26年3月期 4,461,426 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 139,150,339 株 26年3月期1Q 139,150,360 株
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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、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動がみられている

ものの、基調的に緩やかな回復を続けておりますが、先行きについては、緩やかな回復基調の継続が期待される一

方で、海外景気の下振れが景気を下押しするリスク等もあり、依然として不透明な状況にあります。

このような状況のもと、当社グループの主要取引先である自動車業界では、国内市場について消費増税による減

速も懸念されましたが、政府の経済政策等もあり、比較的大きな落ち込みもなく、当社グループの売上高も順調に

推移し、コスト面についても、引き続き収益最大化のための改善意識の徹底に努めました。

その結果、当第１四半期の連結業績は、売上高は1,310百万円（前年同四半期比3.9％増）、営業利益は96百万円

（前年同四半期比116.5％増）、経常利益は101百万円（前年同四半期比67.5％増）、四半期純利益は96百万円（前年同

四半期比90.2％増）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。

（金属製品事業）

主要取引先である自動車業界において、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動による落ち込みが軽微であ

ったことで、金属製品事業の売上は計画を上回り順調に推移いたしました。また、生産効率の改善による効果も継

続していることで、利益面についても好調で、売上高は840百万円（前年同四半期比5.3％増）、営業利益は99百万円

（前年同四半期比63.9％増）となりました。

（電線・ケーブル事業）

電線・ケーブル事業においては、消費増税の影響等で受注高が計画を下回って推移したことで、若干低調な推移

となり、売上高は407百万円（前年同四半期比0.2％増）、営業利益は９百万円（前年同四半期比24.4%減）となりま

した。

（不動産事業）

不動産事業におきましては、既存物件について随時メンテナンス等にも注力し、一定の稼働率を確保できたこと

で、売上高は59百万円（前年同四半期比4.5％増）、営業利益は33百万円（前年同四半期比12.2%増）となりました。

（その他）

その他事業については、主として投資事業から構成されておりますが、一定の投資枠内で安全性の高い資産に限

定することで、運用リスクの低減を図っており、売上高３百万円（前年同四半期比3,941.0%増）、営業損失は0.2百

万円（前年同四半期は営業損失１百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.3％減少し、5,081百万円となりました。これは、現金及び預金が126百

万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて概ね横ばいの6,661百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.0％減少し、1,142百万円となりました。これは、未払配当金が40百万

円増加したこと及び未払金51百万円、短期借入金37百万円がそれぞれ減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.8％減少し、1,574百万円となりました。これは、長期借入金が27百万

円減少したこと等によるものであります。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて0.5％減少し、9,025百万円となりました。これは、利益剰余金が42百万円

減少したこと等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

連結業績予想につきましては、「平成26年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び

通期の連結業績予想に変更はありません。

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

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（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。
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,512,158 2,386,106

受取手形及び売掛金 1,737,765 1,724,110

商品及び製品 366,763 374,249

仕掛品 135,004 134,733

原材料及び貯蔵品 358,994 341,534

その他 90,849 121,546

貸倒引当金 △952 △952

流動資産合計 5,200,582 5,081,328

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,297,207 1,278,140

土地 4,430,861 4,430,861

その他（純額） 576,854 601,902

有形固定資産合計 6,304,923 6,310,904

無形固定資産

その他 43,298 39,900

無形固定資産合計 43,298 39,900

投資その他の資産

破産更生債権等 1,152,569 1,152,569

その他 351,761 346,544

貸倒引当金 △1,192,673 △1,188,521

投資その他の資産合計 311,657 310,592

固定資産合計 6,659,879 6,661,397

資産合計 11,860,461 11,742,726

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 448,205 427,519

短期借入金 384,596 347,496

未払法人税等 35,694 5,482

賞与引当金 68,291 71,752

環境対策引当金 619 -

偶発損失引当金 5,000 5,000

その他 248,099 285,156

流動負債合計 1,190,506 1,142,407

固定負債

長期借入金 134,455 106,656

環境対策引当金 28,556 26,117

退職給付に係る負債 334,961 333,346

その他 1,104,532 1,108,226

固定負債合計 1,602,505 1,574,345

負債合計 2,793,012 2,716,752
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 90,000 90,000

資本剰余金 6,553,308 6,553,308

利益剰余金 1,169,273 1,126,491

自己株式 △131,719 △131,720

株主資本合計 7,680,861 7,638,079

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,000 3,307

土地再評価差額金 1,384,587 1,384,587

その他の包括利益累計額合計 1,386,587 1,387,894

純資産合計 9,067,449 9,025,973

負債純資産合計 11,860,461 11,742,726
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第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)

売上高 1,261,733 1,310,456

売上原価 1,021,604 1,038,730

売上総利益 240,129 271,726

販売費及び一般管理費 195,622 175,370

営業利益 44,506 96,355

営業外収益

受取利息 949 773

受取配当金 7,364 192

貸倒引当金戻入額 6,236 4,151

その他 5,903 3,538

営業外収益合計 20,454 8,655

営業外費用

支払利息 3,379 2,549

その他 1,224 1,364

営業外費用合計 4,603 3,913

経常利益 60,357 101,097

特別利益

保険解約返戻金 1,249 2,134

環境対策引当金戻入額 - 1,592

特別利益合計 1,249 3,727

特別損失

固定資産売却損 34 -

固定資産除却損 437 1,633

特別損失合計 471 1,633

税金等調整前四半期純利益 61,135 103,191

法人税、住民税及び事業税 10,475 6,822

法人税等合計 10,475 6,822

少数株主損益調整前四半期純利益 50,660 96,368

四半期純利益 50,660 96,368
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 50,660 96,368

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △396 1,307

その他の包括利益合計 △396 1,307

四半期包括利益 50,263 97,675

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 50,263 97,675

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）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。

決算短信 （宝印刷）  2014年08月01日 14時41分 10ページ （Tess 1.40 20131220_01）


