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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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 ％

30年３月期第１四半期 79,951 8.6 6,286 79.0 6,939 274.4 4,116 821.8

29年３月期第１四半期 73,628 △3.4 3,512 △14.4 1,853 △50.3 446 △70.2

(注)包括利益 30年３月期第１四半期 4,970 百万円 ( －％) 29年３月期第１四半期△4,992 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１四半期 86.12 85.91

29年３月期第１四半期 9.91 9.88
　
（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１四半期 238,637 138,838 54.2

29年３月期 241,052 135,320 52.5

(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期129,287 百万円 29年３月期126,508 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 － 17.50 － 27.50 45.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) 22.50 － 22.50 45.00

(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、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) 144,000 △2.5 10,200 9.9 9,700 28.5 5,800 51.8 121.33

通期 300,000 △6.6 23,000 △0.1 22,500 △2.3 14,000 △2.6 292.85

(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 ： 有

（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１Ｑ 47,841,373株 29年３月期 47,807,373株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 32,865株 29年３月期 32,795株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 47,798,121株 29年３月期１Ｑ 45,050,213株

　

※ 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

　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当たっての注

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」の「(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

当社グループの当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高につきましては、円高に伴う為替影響があった

ものの得意先の増産影響等により799億円（前年同期比63億円増、8.6％増）となり、利益につきましては、得意先

の増産影響等に加え合理化効果の積上げもあり、営業利益は62億円（同27億円増、79.0％増）となりました。経常

利益は為替差益等の計上により69億円（同50億円増、274.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は41億円

（同36億円増、821.8％増）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 日本

得意先の増産影響により、売上高は256億円（前年同期比29億円増、12.9％増）となり、セグメント利益（営

業利益）は合理化効果等により17億円（同15億円増、647.6％増）となりました。

② 米州

為替影響があったものの、売上高は268億円（同４億円増、1.6％増）となり、セグメント利益は合理化効果

等により16億円（同３億円増、28.9％増）となりました。

③ 欧州

為替影響があったものの得意先の増産影響等により、売上高は97億円（同17億円増、22.5％増）となり、セ

グメント利益は４億円（同３億円増、362.2％増）となりました。

④ アジア

為替影響があったものの得意先の増産影響等により、売上高は177億円（同11億円増、7.1％増）となり、セ

グメント利益は合理化効果等により22億円（同５億円増、31.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、東風ユニプレスホットスタンプ会社の設立等に伴い、投資有価

証券が11億円増加したものの、現金及び預金が41億円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ24億円減の

2,386億円となりました。

負債につきましては、支払手形及び買掛金が36億円、短期借入金が13億円それぞれ減少したこと等により、前連

結会計年度末に比べ59億円減の997億円となりました。

純資産につきましては、利益剰余金が28億円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ35億円増の1,388億

円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.7ポイントプラスの54.2％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

　平成30年３月期の連結業績予想につきましては、概ね予想の範囲内で推移していることから、平成29年５月

10日に公表いたしました予想を変更しておりません。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 35,631 31,439

受取手形及び売掛金 53,859 54,282

たな卸資産 17,156 17,459

その他 11,139 10,818

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 117,786 113,999

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 25,934 25,586

機械装置及び運搬具（純額） 50,165 50,578

土地 8,010 8,035

建設仮勘定 7,987 8,821

その他（純額） 16,009 15,450

有形固定資産合計 108,106 108,472

無形固定資産 2,632 2,553

投資その他の資産

投資有価証券 5,274 6,434

その他 7,259 7,185

貸倒引当金 △6 △7

投資その他の資産合計 12,526 13,611

固定資産合計 123,265 124,637

資産合計 241,052 238,637

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 35,563 31,888

電子記録債務 3,095 2,907

短期借入金 20,626 19,260

未払法人税等 2,671 1,607

賞与引当金 2,990 1,579

その他の引当金 113 36

その他 15,809 18,267

流動負債合計 80,870 75,549

固定負債

長期借入金 1,819 1,764

その他の引当金 335 331

退職給付に係る負債 11,928 11,612

その他 10,777 10,541

固定負債合計 24,861 24,250

負債合計 105,732 99,799
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 10,039 10,062

資本剰余金 13,386 13,409

利益剰余金 118,096 120,898

自己株式 △21 △21

株主資本合計 141,502 144,349

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △13 △24

為替換算調整勘定 △5,101 △5,518

退職給付に係る調整累計額 △9,878 △9,519

その他の包括利益累計額合計 △14,993 △15,062

新株予約権 78 64

非支配株主持分 8,733 9,486

純資産合計 135,320 138,838

負債純資産合計 241,052 238,637
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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：百万円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 73,628 79,951

売上原価 64,081 67,522

売上総利益 9,547 12,429

販売費及び一般管理費 6,035 6,142

営業利益 3,512 6,286

営業外収益

受取利息 83 176

受取配当金 12 36

為替差益 － 398

持分法による投資利益 － 126

受取賃貸料 53 72

その他 38 47

営業外収益合計 188 857

営業外費用

支払利息 190 158

為替差損 1,336 －

持分法による投資損失 268 －

その他 51 46

営業外費用合計 1,847 204

経常利益 1,853 6,939

特別利益

固定資産売却益 46 10

新株予約権戻入益 － 1

特別利益合計 46 12

特別損失

固定資産処分損 17 11

その他 0 －

特別損失合計 17 11

税金等調整前四半期純利益 1,882 6,939

法人税等 1,114 2,359

四半期純利益 767 4,580

非支配株主に帰属する四半期純利益 320 463

親会社株主に帰属する四半期純利益 446 4,116
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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：百万円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 767 4,580

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △109 △13

為替換算調整勘定 △6,251 77

退職給付に係る調整額 654 359

持分法適用会社に対する持分相当額 △53 △32

その他の包括利益合計 △5,759 390

四半期包括利益 △4,992 4,970

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,789 4,047

非支配株主に係る四半期包括利益 △203 923
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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）

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。

（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

当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する方法を採用しております。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２日本 米州 欧州 アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 22,684 26,405 7,942 16,596 73,628 － 73,628

セグメント間の内部売上
高又は振替高

2,593 154 △3 566 3,311 △3,311 －

計 25,278 26,559 7,939 17,162 76,940 △3,311 73,628

セグメント利益又は損失
（△）

233 1,282 104 1,704 3,324 187 3,512

(注) １. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

２. セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２日本 米州 欧州 アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 25,614 26,828 9,731 17,776 79,951 － 79,951

セグメント間の内部売上
高又は振替高

4,715 21 0 577 5,314 △5,314 －

計 30,330 26,850 9,731 18,353 85,266 △5,314 79,951

セグメント利益又は損失
（△）

1,742 1,652 483 2,235 6,114 171 6,286

(注) １. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

２. セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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