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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第１四半期 4,654 △0.9 104 △46.4 117 △43.3 98 △44.5

28年３月期第１四半期 4,697 12.8 194 △23.2 206 △16.9 177 △7.2
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 △213百万円( ―％) 28年３月期第１四半期 230百万円( 78.1％)
　

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１四半期 6.86 ―

28年３月期第１四半期 12.37 ―
　　

（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１四半期 12,869 6,179 47.0

28年３月期 13,342 6,502 47.7
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 6,050百万円 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 ―

29年３月期(予想) 0.00 ― 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、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) 9,500 1.3 280 9.8 250 △7.5 180 △18.8 12.56

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１Ｑ 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１Ｑ 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１Ｑ 14,332,228株 28年３月期１Ｑ 14,332,868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１四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、国内では前年まで成長を牽引してきた通信

機器分野が、市場の成熟化により年明けから減速が鮮明となりました。需要は全般的に低調に推移しましたが、第１四

半期後半からは家電製品や自動車関連分野を中心に回復傾向が強まりました。海外では新興国等で自動車関連を中心に

緩やかな成長が続いた一方で、中国経済の減速から市場の成長率は鈍化傾向にあり先行きは不透明な状況が続きました。

　このような状況の中、当社グループの業績は、国内はプリント配線板事業でスマートグリッド関連の好調と自動車関

連分野が堅調に推移したものの、アミューズメント関連分野や実装関連事業の受注減により前年同四半期を下回りまし

た。海外は前年に引き続き自動車関連分野の好調や映像関連分野において非日系顧客向け新規受注が寄与し売上を伸ば

しましたが、中国経済減速の影響等から、家電製品や事務機関連分野を中心に受注が減少しました。この結果、売上高

は4,654百万円（前年同四半期比0.9％減 42百万円の減収）となりました。

　利益面については、海外工場における稼働率の低下や国内市況低迷に伴う減収等の結果、営業利益は104百万円（前年

同四半期比46.4％減 90百万円の減益）、経常利益は117百万円（前年同四半期比43.3％減89百万円の減益）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は98百万円（前年同四半期比44.5％減 78百万円の減益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（総資産）

　当第１四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390百万円、有形固定資産の減少170百万円

等により、12,869百万円（前連結会計年度末比473百万円の減少）となりました。

　

　（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、主に支払手形及び買掛金の減少99百万円、１年内返済予定の長期借入

金の減少64百万円、短期借入金の減少63百万円等により、6,690百万円（前連結会計年度末比149百万円の減少）となり

ました。

　（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、主に為替換算調整勘定の減少287百万円等により、6,179百万円（前

連結会計年度末比323百万円の減少）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４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。

（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１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,113,635 2,722,904

受取手形及び売掛金 3,596,233 3,653,186

製品 603,339 614,670

仕掛品 332,897 326,771

原材料及び貯蔵品 790,589 770,626

繰延税金資産 68,396 85,345

その他 393,503 457,553

貸倒引当金 △16,519 △17,430

流動資産合計 8,882,075 8,613,627

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,441,019 3,332,847

減価償却累計額 △2,599,710 △2,544,722

建物及び構築物（純額） 841,308 788,125

機械装置及び運搬具 7,451,204 7,050,432

減価償却累計額 △5,575,204 △5,286,525

機械装置及び運搬具（純額） 1,876,000 1,763,906

土地 698,702 698,702

建設仮勘定 27,121 20,560

その他 975,573 959,204

減価償却累計額 △781,802 △764,234

その他（純額） 193,770 194,969

有形固定資産合計 3,636,903 3,466,264

無形固定資産 120,194 113,062

投資その他の資産

投資有価証券 381,154 371,794

繰延税金資産 91,162 84,607

その他 245,352 233,233

貸倒引当金 △14,133 △13,248

投資その他の資産合計 703,535 676,387

固定資産合計 4,460,634 4,255,714

資産合計 13,342,709 12,869,341
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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１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,952,422 2,852,812

短期借入金 1,716,213 1,652,657

1年内返済予定の長期借入金 376,792 312,487

リース債務 15,578 17,450

未払法人税等 3,900 28,842

賞与引当金 152,523 205,138

その他 491,116 552,791

流動負債合計 5,708,547 5,622,179

固定負債

長期借入金 517,053 467,420

リース債務 81,660 90,796

退職給付に係る負債 206,720 195,515

繰延税金負債 99,778 88,142

その他 226,182 226,086

固定負債合計 1,131,394 1,067,961

負債合計 6,839,941 6,690,140

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 3,254,910

自己株式 △31,932 △31,932

株主資本合計 5,495,402 5,479,127

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 180,765 171,969

繰延ヘッジ損益 △4,770 △12,662

為替換算調整勘定 776,586 489,450

退職給付に係る調整累計額 △82,803 △76,991

その他の包括利益累計額合計 869,777 571,766

非支配株主持分 137,588 128,306

純資産合計 6,502,767 6,179,200

負債純資産合計 13,342,709 12,869,341
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第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)

売上高 4,697,165 4,654,196

売上原価 3,795,114 3,844,147

売上総利益 902,050 810,048

販売費及び一般管理費 707,170 705,627

営業利益 194,880 104,421

営業外収益

受取利息 996 201

受取配当金 1,183 829

為替差益 9,778 14,178

雑収入 11,466 10,683

営業外収益合計 23,424 25,893

営業外費用

支払利息 6,299 5,716

売上債権売却損 3,706 3,457

雑損失 1,905 4,107

営業外費用合計 11,910 13,282

経常利益 206,395 117,032

特別利益

固定資産売却益 ― 598

投資有価証券売却益 22,301 ―

特別利益合計 22,301 598

特別損失

固定資産除却損 188 5,881

事業構造改善費用 ― 2,298

特別損失合計 188 8,180

税金等調整前四半期純利益 228,508 109,450

法人税、住民税及び事業税 49,673 11,325

法人税等合計 49,673 11,325

四半期純利益 178,835 98,124

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（△）

1,473 △258

親会社株主に帰属する四半期純利益 177,362 98,383
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第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)

四半期純利益 178,835 98,124

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 64,549 △8,795

繰延ヘッジ損益 465 △7,883

為替換算調整勘定 △13,928 △301,246

退職給付に係る調整額 541 5,931

その他の包括利益合計 51,627 △311,994

四半期包括利益 230,463 △213,870

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 229,430 △199,627

非支配株主に係る四半期包括利益 1,032 △14,242
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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)

　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)

　該当事項はありません。
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