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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第３四半期 14,326 △1.0 495 4.3 513 7.1 381 △21.7

28年３月期第３四半期 14,470 10.1 475 △34.5 479 △36.2 486 △13.3
(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 △300百万円( ―％) 28年３月期第３四半期 296百万円(△67.8％)
　

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

29年３月期第３四半期 26.59 ―

28年３月期第３四半期 33.95 ―
　　

（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３四半期 13,013 6,087 45.8

28年３月期 13,342 6,502 47.7
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 5,964百万円 28年３月期 6,365百万円
　　　

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00

29年３月期 ― 0.00 ―

29年３月期(予想) 8.00 8.00
(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、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 20,000 3.2 750 44.9 700 36.0 500 5.6 34.89
(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)
　　

（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（１）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

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３Ｑ 14,624,000株 28年３月期 14,624,000株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 291,772株 28年３月期 291,772株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 14,332,228株 28年３月期３Ｑ 14,332,605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、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が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　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。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」をご覧ください。
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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の当社が属するプリント配線板業界の状況は、国内では期後半から自動車関連や高付加価

値の家電製品分野等の需要が好調に推移し、低迷していた通信機器分野も回復傾向が強まり、プリント配線板の一部分

野では良化がみられました。海外では依然中国経済の下振れリスクが懸念され、先行きの不透明感は残りましたが、ア

ジア新興国等で引き続き自動車関連分野が成長し、需要は堅調に推移しました。

　このような状況の中、当社グループの国内業績は、プリント配線板事業で第３四半期後半から特に自動車関連分野、

スマートグリッド関連の受注好調により前年同四半期を上回りました。海外では中国の自動車関連分野の好調に加え、

映像関連分野において非日系顧客からの受注拡大により堅調に推移しましたが、円高の為替影響により、前年同四半期

を下回りました。これらの結果、売上高は14,326百万円（前年同四半期比1.0％減 143百万円の減収）となりました。

　利益面は、主に海外での受注改善と合理化効果により営業利益は495百万円（前年同四半期比4.3％増 20百万円の増

益）、経常利益は513百万円（前年同四半期比7.1％増 34百万円の増益）となりました。親会社株主に帰属する四半期純

利益は381百万円（前年同四半期比21.7％減 105百万円の減益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、主に現金及び預金の減少174百万円、受取手形及び売掛金の増加145

百万円、有形固定資産の減少226百万円等により、13,013百万円（前連結会計年度末比328百万円の減少）となりました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債は、短期借入金の増加121百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少178

百万円、長期借入金の減少115百万円等により、6,925百万円（前連結会計年度末比85百万円の増加）となりました。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は、主に利益剰余金の増加266百万円、為替換算調整勘定の減少660百万

円等により、6,087百万円（前連結会計年度末比414百万円の減少）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期の業績につきましては、平成28年10月28日発表からの変更はございません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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３四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。

（２）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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,113,635 2,939,088

受取手形及び売掛金 3,596,233 3,742,016

製品 603,339 556,796

仕掛品 332,897 330,185

原材料及び貯蔵品 790,589 720,004

繰延税金資産 68,396 78,367

その他 393,503 476,084

貸倒引当金 △16,519 △23,398

流動資産合計 8,882,075 8,819,145

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,441,019 3,278,448

減価償却累計額 △2,599,710 △2,546,569

建物及び構築物（純額） 841,308 731,879

機械装置及び運搬具 7,451,204 6,820,211

減価償却累計額 △5,575,204 △5,124,321

機械装置及び運搬具（純額） 1,876,000 1,695,889

土地 698,702 698,702

建設仮勘定 27,121 94,436

その他 975,573 976,210

減価償却累計額 △781,802 △787,197

その他（純額） 193,770 189,013

有形固定資産合計 3,636,903 3,409,921

無形固定資産 120,194 108,556

投資その他の資産

投資有価証券 381,154 353,080

繰延税金資産 91,162 113,520

その他 245,352 221,416

貸倒引当金 △14,133 △11,859

投資その他の資産合計 703,535 676,158

固定資産合計 4,460,634 4,194,637

資産合計 13,342,709 13,013,782
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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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,952,422 3,024,880

短期借入金 1,716,213 1,838,141

1年内返済予定の長期借入金 376,792 198,532

リース債務 15,578 21,141

未払法人税等 3,900 112,849

賞与引当金 152,523 115,845

その他 491,116 548,813

流動負債合計 5,708,547 5,860,205

固定負債

長期借入金 517,053 401,904

リース債務 81,660 107,020

退職給付に係る負債 206,720 231,999

繰延税金負債 99,778 98,872

その他 226,182 225,880

固定負債合計 1,131,394 1,065,676

負債合計 6,839,941 6,925,881

純資産の部

株主資本

資本金 1,102,433 1,102,433

資本剰余金 1,153,716 1,153,716

利益剰余金 3,271,185 3,537,659

自己株式 △31,932 △31,932

株主資本合計 5,495,402 5,761,875

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 180,765 158,327

繰延ヘッジ損益 △4,770 316

為替換算調整勘定 776,586 115,717

退職給付に係る調整累計額 △82,803 △72,170

その他の包括利益累計額合計 869,777 202,190

非支配株主持分 137,588 123,834

純資産合計 6,502,767 6,087,901

負債純資産合計 13,342,709 13,013,782
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 14,470,440 14,326,519

売上原価 11,804,282 11,673,346

売上総利益 2,666,157 2,653,172

販売費及び一般管理費 2,190,892 2,157,446

営業利益 475,264 495,725

営業外収益

受取利息 2,080 749

受取配当金 4,925 3,106

為替差益 ― 24,074

保険返戻金 19,801 ―

仕入割引 13,029 14,711

雑収入 10,526 14,528

営業外収益合計 50,362 57,170

営業外費用

支払利息 19,094 17,670

為替差損 13,111 ―

売上債権売却損 12,438 11,835

雑損失 1,200 9,416

営業外費用合計 45,844 38,922

経常利益 479,783 513,973

特別利益

固定資産売却益 199 1,088

投資有価証券売却益 190,836 ―

特別利益合計 191,036 1,088

特別損失

固定資産売却損 197 342

固定資産除却損 3,363 5,671

事業構造改善費用 ― 4,898

特別損失合計 3,560 10,913

税金等調整前四半期純利益 667,258 504,148

法人税、住民税及び事業税 176,673 117,884

法人税等合計 176,673 117,884

四半期純利益 490,585 386,264

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,049 5,132

親会社株主に帰属する四半期純利益 486,535 381,131
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 490,585 386,264

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △82,670 △22,437

繰延ヘッジ損益 △1,750 5,086

為替換算調整勘定 △114,207 △679,793

退職給付に係る調整額 4,134 10,672

その他の包括利益合計 △194,494 △686,472

四半期包括利益 296,090 △300,208

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 295,896 △286,455

非支配株主に係る四半期包括利益 194 △13,753
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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）

　 当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

　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28年４月１日 至 平成28年12月31日)

　該当事項はありません。
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