
平成29年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成28年11月１日

上 場 会 社 名 大石産業株式会社 上場取引所 福

コ ー ド 番 号 3943 URL http://www.osk.co.jp

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名)大久保 則夫

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名)田中 英雄 (TEL) 093-661-6511

四半期報告書提出予定日 平成28年11月９日 配当支払開始予定日 平成28年12月１日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無
　

(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第２四半期 8,582 △4.0 642 46.1 675 25.1 465 △5.4

28年３月期第２四半期 8,941 2.0 440 117.2 540 63.2 491 125.5
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 356百万円( 10.3％) 28年３月期第２四半期 322百万円( 48.9％)
　

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２四半期 58.03 －

28年３月期第２四半期 61.35 －
　

　

（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２四半期 18,545 11,881 64.0

28年３月期 18,753 11,627 62.0
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 11,870百万円 28年３月期 11,618百万円
　

　　

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 － 9.50 － 12.50 22.00

29年３月期 － 11.00

29年３月期(予想) － 11.00 22.00

(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 18,000 0.3 1,300 17.8 1,450 9.6 970 0.7 120.97
(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)

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 ： 有

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
　

(注) 詳細は、添付資料の３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積
りの変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（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２Ｑ 9,328,000株 28年３月期 9,328,000株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 1,309,894株 28年３月期 1,308,859株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 8,018,695株 28年３月期２Ｑ 8,018,739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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表の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、添付資料の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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策の効果もあり、雇用・所得環境の改善がみら

れるものの、中国を始めとするアジア新興国や資源国の景気減退や英国のＥＵ離脱問題等、海外経済の不安定感の

増大や平成28年熊本地震が経済に与える影響等、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

このような経営環境のもと、当社グループは、トータル・パッケージング・ソリューション提案による顧客満足

を徹底的に追求するとともに、全社をあげてイノベーション活動に取り組み、業績向上に努めてまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は85億82百万円（前年同期比4.0％減）となり、営業利益は６億42

百万円（前年同期比46.1％増）、経常利益は６億75百万円（前年同期比25.1％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は４億65百万円（前年同期比5.4％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて２億８百万円減少し、185億45百万円とな

りました。

流動資産については、たな卸資産の減少等により前連結会計年度末に比べて１億86百万円減少しております。固

定資産については、投資有価証券の償還等により、前連結会計年度末に比べて21百万円減少しております。

負債合計は66億64百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億62百万円の減少となりました。流動負債につい

ては、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて１億62百万円減少しております。固定負債

については、長期借入金の返済、役員退職慰労引当金の減少等により、前連結会計年度末に比べて２億99百万円減

少しております。

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は118億81百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億53百

万円の増加となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ65

百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には45億27百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって得られた資金は、４億26百万円（前年同期比１億35百万円の減少）となりました。主な収入

項目は、税金等調整前四半期純利益６億66百万円、主な支出項目は、法人税等の支払額１億53百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、２億38百万円（前年同期比18百万円の減少）となりました。主な収入項目は

投資有価証券の償還による収入１億円、主な支出項目は、有形固定資産の取得による支出３億45百万円でありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、56百万円（前年同期比11百万円の減少）となりました。主な収入項目は、短

期借入金の増加額１億35百万円、主な支出項目は、長期借入金の返済による支出74百万円及び、配当金の支払額

１億円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の見通しにつきましては、平成28年10月24日に公表しました業績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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

　該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（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）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。

（役員退職慰労金制度の廃止）

当社は、平成28年５月10日開催の取締役会において、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時をもって役

員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同株主総会で退職慰労金の打切り支給案が承認されました。

これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打切り支給額未払分60,651千円については、各人の退任時

に支給することから、固定負債の「その他」に含めて計上しております。
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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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,574,616 4,639,739

受取手形及び売掛金 3,744,132 3,731,776

電子記録債権 300,521 304,016

商品及び製品 728,625 596,926

仕掛品 118,631 76,241

原材料及び貯蔵品 817,520 739,554

その他 282,911 292,179

貸倒引当金 △13,236 △13,465

流動資産合計 10,553,723 10,366,969

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,423,448 2,321,947

機械装置及び運搬具（純額） 1,856,461 1,665,434

その他（純額） 1,763,423 1,986,646

有形固定資産合計 6,043,334 5,974,027

無形固定資産 223,044 200,367

投資その他の資産

投資有価証券 790,129 715,129

退職給付に係る資産 411,842 417,666

その他 791,729 931,984

貸倒引当金 △59,873 △60,439

投資その他の資産合計 1,933,828 2,004,340

固定資産合計 8,200,207 8,178,736

資産合計 18,753,930 18,545,705

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,298,261 1,059,893

電子記録債務 1,549,644 1,581,842

短期借入金 610,191 678,641

未払法人税等 137,811 152,626

賞与引当金 217,706 216,338

その他 885,275 847,105

流動負債合計 4,698,890 4,536,448

固定負債

長期借入金 629,134 439,844

役員退職慰労引当金 154,059 －

退職給付に係る負債 1,416,331 1,416,970

その他 228,018 271,030

固定負債合計 2,427,544 2,127,846

負債合計 7,126,434 6,664,294
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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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 466,400 466,400

資本剰余金 345,584 345,584

利益剰余金 11,749,815 12,114,878

自己株式 △726,961 △727,599

株主資本合計 11,834,839 12,199,264

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 210,543 224,566

為替換算調整勘定 △236,860 △377,160

退職給付に係る調整累計額 △190,088 △176,375

その他の包括利益累計額合計 △216,404 △328,968

非支配株主持分 9,061 11,115

純資産合計 11,627,495 11,881,411

負債純資産合計 18,753,930 18,545,705
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第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)

売上高 8,941,733 8,582,348

売上原価 7,047,922 6,454,710

売上総利益 1,893,811 2,127,638

販売費及び一般管理費 1,453,655 1,484,745

営業利益 440,155 642,892

営業外収益

受取利息 1,106 1,577

受取配当金 7,822 7,749

受取賃貸料 96,404 95,418

為替差益 － 19,521

デリバティブ評価益 51,870 －

その他 31,423 26,202

営業外収益合計 188,627 150,468

営業外費用

支払利息 29,297 23,669

不動産賃貸費用 9,011 8,184

為替差損 45,112 －

デリバティブ評価損 － 76,557

売上割引 2,657 2,117

その他 2,264 6,933

営業外費用合計 88,343 117,462

経常利益 540,439 675,899

特別利益

退職給付制度改定益 166,629 －

投資有価証券売却益 － 2,783

特別利益合計 166,629 2,783

特別損失

固定資産売却損 － 389

固定資産除却損 3,590 12,125

特別損失合計 3,590 12,515

税金等調整前四半期純利益 703,478 666,167

法人税、住民税及び事業税 158,025 164,987

法人税等調整額 57,538 32,517

法人税等合計 215,564 197,504

四半期純利益 487,913 468,663

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（△）

△4,042 3,361

親会社株主に帰属する四半期純利益 491,956 465,302
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第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)

四半期純利益 487,913 468,663

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △32,209 14,022

為替換算調整勘定 △64,206 △140,300

退職給付に係る調整額 △68,620 13,712

その他の包括利益合計 △165,036 △112,564

四半期包括利益 322,876 356,098

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 327,722 354,043

非支配株主に係る四半期包括利益 △4,846 2,054
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第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)

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 703,478 666,167

減価償却費 383,930 296,728

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,356 794

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,447 △1,368

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 16,891 23,883

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,812 △93,408

受取利息及び受取配当金 △8,929 △9,326

支払利息 29,297 23,669

為替差損益（△は益） 87,306 △46,599

固定資産売却損益（△は益） － 389

固定資産除却損 3,590 12,125

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,783

売上債権の増減額（△は増加） 128,417 △35,952

たな卸資産の増減額（△は増加） △104,070 199,251

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △176,670 △9,363

仕入債務の増減額（△は減少） △194,727 △159,972

その他 △126,769 △270,144

小計 720,129 594,091

利息及び配当金の受取額 8,924 10,035

利息の支払額 △29,297 △23,669

法人税等の支払額 △136,968 △153,608

営業活動によるキャッシュ・フロー 562,789 426,848

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 △65,000 △65,000

定期預金の払戻による収入 65,000 65,000

有形固定資産の取得による支出 △268,996 △345,999

有形固定資産の除却による支出 △2,969 △2,371

有形固定資産の売却による収入 － 1,794

無形固定資産の取得による支出 － △688

投資有価証券の取得による支出 △530 △8,633

投資有価証券の売却による収入 － 2,953

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

貸付けによる支出 △8,613 △1,809

貸付金の回収による収入 23,133 16,027

その他 1,368 427

投資活動によるキャッシュ・フロー △256,609 △238,298
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 132,160 135,900

長期借入金の返済による支出 △90,466 △74,421

自己株式の取得による支出 △707 △637

配当金の支払額 △84,555 △100,154

その他 △24,742 △17,252

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,312 △56,565

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,434 △66,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 213,433 65,122

現金及び現金同等物の期首残高 3,461,883 4,462,616

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,675,316 4,527,739
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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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