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(百万円未満切捨て)
１．平成29年３月期の連結業績（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　29年３月期 17,858 △6.4 247 △63.0 346 △48.4 67 △88.6

　28年３月期 19,073 △35.3 668 △38.2 671 △32.3 587 9.7

(注) 包括利益 29年３月期 △138 百万円 ( －％) 28年３月期 △245 百万円 ( －％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

　29年３月期 16.46 16.32 1.1 1.9 1.4

　28年３月期 143.44 142.30 8.7 4.0 3.5

(参考) 持分法投資損益 29年３月期 －百万円 28年３月期 －百万円
(注)当社は平成27年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しました。

当該株式併合を前連結会計年度の期首に実施したと仮定し、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１
株当たり当期純利益を算定しております。

　
（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

　29年３月期 18,747 6,298 33.3 1,531.55

　28年３月期 17,024 6,578 38.4 1,600.38

(参考) 自己資本 　29年３月期 6,251百万円 28年３月期 6,536百万円
(注)当社は平成27年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しました。

当該株式併合を前連結会計年度の期首に実施したと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。
　

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

　29年３月期 773 △1,302 1,266 3,261

　28年３月期 1,415 △2,864 951 2,669

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

28年３月期 － － － 35.00 35.00 142 24.4 2.1

29年３月期 － － － 30.00 30.00 122 182.2 1.9

30年３月期(予想) － － － 30.00 30.00 51.0

　

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、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 12.0 400 61.8 380 9.7 240 257.1 58.78
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※ 注記事項

（１）期中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) ： 有

　 新規 １社 (社名) PT. Yamakou Indonesia 、除外 ― 社 (社名)

　

（２）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

　

（３）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 4,153,370 株 28年３月期 4,153,370 株

② 期末自己株式数 29年３月期 71,639 株 28年３月期 69,313 株

③ 期中平均株式数 29年３月期 4,082,782 株 28年３月期 4,094,062 株

(注)当社は平成27年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しました。当該
株式併合を前連結会計年度の期首に実施したと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式
数を算定しております。

　

(参考) 個別業績の概要

１．平成29年３月期の個別業績（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期 7,921 △1.8 △562 － △141 － △155 －

28年３月期 8,067 0.3 △402 － △358 － △286 －
　

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

29年３月期 △38.05 －

28年３月期 △70.02 －
(注)当社は平成27年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しました。

当該株式併合を前事業年度の期首に実施したと仮定し、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当
たり当期純利益を算定しております。

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年３月期 11,438 2,004 17.1 479.67

28年３月期 10,193 2,303 22.2 553.61

(参考) 自己資本 　29年３月期 1,957百万円 28年３月期 2,260百万円
(注)当社は平成27年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しました。

当該株式併合を前事業年度の期首に実施したと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。

　

※ 決算短信は監査の対象外です

　

※ 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、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。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における経済環境は、米国では新政権への期待や雇用環境の改善、個人消費の拡大を背景に好景気が

継続しました。欧州では英国のいわゆるBrexitによる不透明感が漂うものの、概ね堅調に推移しました。中国では内需

に支えられたことなどで緩やかな成長が継続し、また、東南アジアでは一部で底打ち感も見られました。日本では、世

界経済が持ち直したことなどから回復基調となりました。

当連結会計年度の売上高は、前年同期比6.4％減の178億58百万円となり、営業利益は同63.0％減の２億47百万円とな

りました。経常利益は同48.4％減の３億46百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は同88.6％減の67百万円と

なりました。

　

セグメントの業績は以下のとおりであります。

　

　[日本]

自動車向けは好調に推移しましたが、OA機器向けが減少したほか、埼玉工場の立上げによる固定費の増加などによ

り、売上高は前年同期比0.1％減の75億31百万円、セグメント損失は５億72百万円となりました。

　

　[米州]

円高の影響などにより、売上高は前年同期比5.7％減の19億87百万円となり、また、メキシコ第二工場およびアメリ

カ第二工場の立上げによる固定費の増加などによりセグメント損失は１億61百万円となりました。

　

　[欧州]

円高の影響のほか、医療向けが減少したことなどにより、売上高は前年同期比24.6％減の17億25百万円、セグメン

ト利益は同29.1％減の２億48百万円となりました。

　

　[アジア]

円高の影響などにより、売上は前年同期比7.4％減の66億13百万円となった一方、タイの収益が大幅に拡大したほ

か、中国の収益性改善の取組みが奏功したことなどにより、セグメント利益は同3.3％増の７億24百万円となりまし

た。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における総資産は187億47百万円と、前連結会計年度末に比べ17億23百万円増加しました。

主な要因は以下のとおりです。

（イ）資産

資産の部においては、PT. Yamakou Indonesiaの買収による増加が主要因となります。現金及び預金が４億41

百万円、受取手形及び売掛金が３億63百万円増加、棚卸資産が３億59百万円増加したことから、流動資産が９

億99百万円増加しました。また、有形固定資産については、機械設備等の投資などにより５億83百万円の増加、

無形固定資産については84百万円の増加、投資その他の資産については55百万円増加しました。

（ロ）負債

負債の部においては、負債合計額は124億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億３百万円増加しまし

た。主な要因は、借入金が15億28百万円増加したこととPT. Yamakou Indonesiaの買収に伴う増加によるもので

あります。

（ハ）純資産

純資産の部においては、純資産合計額が62億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億79百万円減少し

ました。主な要因は、当連結会計年度において、67百万円の親会社株主に帰属する当期純利益が発生しました

が、配当金の支払等により株主資本合計が78百万円減少し、円高の影響により為替換算調整勘定が３億７百万

円減少したことによるものであります。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ５億91百万円増加し、32億61

百万円となりました。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）

営業活動により資金が７億73百万円増加（前連結会計年度は14億15百万円の資金増加）しました。

主な要因は、税金等調整前当期純利益が２億75百万円、減価償却費による資金留保７億99百万円によるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により資金が13億２百万円減少（前連結会計年度は28億64百万円の資金減少）しました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出として11億28百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により資金が12億66百万円増加（前連結会計年度は９億51百万円の資金増加）しました。

主な要因は、有利子負債の増加によるものです。

（４）今後の見通し

今後の世界経済は拡大が見込まれますが、一方で米国政府による各種政策の影響、英国BrexitやEU主要国における右

派の動向、中国の成長鈍化、朝鮮半島情勢、円高リスクなど不確実性も高まっており、楽観できない状況が続くと見て

います。

このような状況のなか、次期連結会計年度の業績見通しにつきましては、売上高は200億円（前年同期比12.0％増）、

営業利益は４億円（同61.8％増）、経常利益は３億80百万円（同9.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は２億40

百万円（同257.1％増)となる見込みです。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の企業間の比較可能性などを考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成す

る方針であります。

なお、今後につきましては、国内のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の適用動向等を踏まえ、ＩＦＲＳの適用につ

いて検討を進めていく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）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)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,465,434 3,906,980

受取手形及び売掛金 4,096,757 4,460,515

商品及び製品 1,045,537 1,018,881

仕掛品 443,607 684,098

原材料及び貯蔵品 540,485 685,663

繰延税金資産 1,585 1,502

その他 383,912 211,940

貸倒引当金 △19,577 △11,957

流動資産合計 9,957,742 10,957,625

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,777,063 6,835,588

減価償却累計額 △4,691,308 △4,832,844

建物及び構築物（純額） 2,085,755 2,002,744

機械装置及び運搬具 10,617,652 11,573,216

減価償却累計額 △8,398,758 △8,905,173

機械装置及び運搬具（純額） 2,218,894 2,668,042

土地 982,722 1,138,787

リース資産 16,871 25,947

減価償却累計額 △9,446 △14,197

リース資産（純額） 7,425 11,750

その他 1,873,297 2,053,945

減価償却累計額 △1,361,753 △1,485,161

その他（純額） 511,543 568,783

有形固定資産合計 5,806,340 6,390,107

無形固定資産

ソフトウエア 170,743 137,879

のれん 81,213 196,690

リース資産 246 －

その他 13,384 15,864

無形固定資産合計 265,587 350,434

投資その他の資産

投資有価証券 407,259 350,446

繰延税金資産 5,551 169

投資不動産 459,916 459,164

減価償却累計額 △89,647 △92,610

投資不動産（純額） 370,268 366,553

その他 215,206 336,499

貸倒引当金 △3,687 △3,878

投資その他の資産合計 994,598 1,049,791

固定資産合計 7,066,526 7,790,333

資産合計 17,024,268 18,747,958
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,421,123 2,635,230

短期借入金 702,817 1,372,842

1年内返済予定の長期借入金 1,477,247 1,987,653

リース債務 3,419 3,885

未払法人税等 78,892 186,747

賞与引当金 127,836 140,071

災害損失引当金 2,000 －

製品保証引当金 － 71,440

その他 1,039,261 1,047,445

流動負債合計 5,852,597 7,445,315

固定負債

長期借入金 2,910,258 3,258,507

リース債務 3,174 7,075

繰延税金負債 190,416 211,925

環境対策引当金 3,000 3,000

資産除去債務 39,138 39,198

退職給付に係る負債 1,325,440 1,377,513

その他 122,057 107,209

固定負債合計 4,593,485 5,004,429

負債合計 10,446,083 12,449,745

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 256,717 256,717

利益剰余金 5,702,235 5,626,466

自己株式 △119,180 △122,267

株主資本合計 6,839,772 6,760,916

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 105,407 103,725

為替換算調整勘定 △144,195 △452,099

退職給付に係る調整累計額 △264,953 △161,161

その他の包括利益累計額合計 △303,741 △509,534

新株予約権 42,154 46,832

純資産合計 6,578,185 6,298,213

負債純資産合計 17,024,268 18,747,958
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 19,073,108 17,858,139

売上原価 13,907,225 13,392,066

売上総利益 5,165,883 4,466,072

販売費及び一般管理費

発送費 302,846 347,020

従業員給料及び手当 1,855,047 1,772,261

賞与引当金繰入額 36,717 32,955

退職金 675 1,416

退職給付費用 49,378 71,662

減価償却費 123,981 108,310

その他 2,128,888 1,885,236

販売費及び一般管理費合計 4,497,535 4,218,862

営業利益 668,347 247,210

営業外収益

受取利息 18,255 24,694

受取配当金 4,521 6,009

受取賃貸料 81,951 69,905

為替差益 － 5,010

保険配当金 819 7,076

助成金収入 14,165 13,540

補助金収入 12,724 28,980

その他 9,406 21,001

営業外収益合計 141,843 176,219

営業外費用

支払利息 53,310 48,011

為替差損 40,049 －

貸倒引当金繰入額 － 190

支払補償費 4,451 1,877

その他 40,621 26,991

営業外費用合計 138,433 77,070

経常利益 671,757 346,358
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 4,251 3,217

厚生年金基金解散損失引当金戻入額 － 14,850

災害損失引当金戻入額 103,000 －

特別利益合計 107,251 18,067

特別損失

関係会社株式売却損 10,108 －

固定資産売却損 6,698 1,248

固定資産処分損 4,689 3,673

投資有価証券売却損 8 －

製品保証引当金繰入額 － 73,062

減損損失 － 11,266

特別損失合計 21,505 89,250

税金等調整前当期純利益 757,503 275,175

法人税、住民税及び事業税 169,313 206,903

法人税等調整額 947 1,061

法人税等合計 170,260 207,964

当期純利益 587,242 67,210

親会社株主に帰属する当期純利益 587,242 67,210
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当期純利益 587,242 67,210

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20,406 △1,681

為替換算調整勘定 △714,577 △307,903

退職給付に係る調整額 △98,147 103,792

その他の包括利益合計 △833,131 △205,793

包括利益 △245,888 △138,582

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △245,888 △138,582
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（３）連結株主資本等変動計算書

　 前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,000,000 256,811 5,241,616 △24,941 6,473,486

当期変動額

剰余金の配当 △124,096 △124,096

親会社株主に帰属す

る当期純利益
587,242 587,242

自己株式の取得 △106,478 △106,478

自己株式の処分 △94 △2,526 12,239 9,618

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － △94 460,619 △94,238 366,286

当期末残高 1,000,000 256,717 5,702,235 △119,180 6,839,772

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 125,814 570,381 △166,805 529,389 29,879 7,032,755

当期変動額

剰余金の配当 △124,096

親会社株主に帰属す

る当期純利益
587,242

自己株式の取得 △106,478

自己株式の処分 9,618

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△20,406 △714,577 △98,147 △833,131 12,274 △820,856

当期変動額合計 △20,406 △714,577 △98,147 △833,131 12,274 △454,570

当期末残高 105,407 △144,195 △264,953 △303,741 42,154 6,578,185
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　 当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,000,000 256,717 5,702,235 △119,180 6,839,772

当期変動額

剰余金の配当 △142,941 △142,941

親会社株主に帰属す

る当期純利益
67,210 67,210

自己株式の取得 △3,187 △3,187

自己株式の処分 △37 100 63

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △75,768 △3,086 △78,855

当期末残高 1,000,000 256,717 5,626,466 △122,267 6,760,916

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 105,407 △144,195 △264,953 △303,741 42,154 6,578,185

当期変動額

剰余金の配当 △142,941

親会社株主に帰属す

る当期純利益
67,210

自己株式の取得 △3,187

自己株式の処分 63

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△1,681 △307,903 103,792 △205,793 4,677 △201,115

当期変動額合計 △1,681 △307,903 103,792 △205,793 4,677 △279,971

当期末残高 103,725 △452,099 △161,161 △509,534 46,832 6,298,213
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 757,503 275,175

減価償却費 808,496 799,625

減損損失 － 11,266

のれん償却額 10,151 10,151

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33,854 △5,880

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,596 12,168

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △23,389 90,231

受取利息及び受取配当金 △22,776 △30,704

受取賃貸料 △81,951 △69,905

支払利息 53,310 48,011

手形売却損 7 13

為替差損益（△は益） 5,671 968

有形固定資産売却損益（△は益） 2,447 △1,968

固定資産処分損益（△は益） 4,689 3,673

売上債権の増減額（△は増加） 181,649 △270,483

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,849 △200,730

仕入債務の増減額（△は減少） 11,417 119,641

投資有価証券売却損益（△は益） 8 －

災害損失引当金の増減額（△は減少） △103,000 △2,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） － 73,062

関係会社株式売却損益（△は益） 10,108 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,276 90,746

その他 27,597 △44,003

小計 1,574,364 909,060

利息及び配当金の受取額 20,620 30,041

賃貸料の受取額 81,951 69,905

その他の収入 2,535 8,719

利息の支払額 △51,914 △49,752

手形売却に伴う支払額 △7 △13

法人税等の支払額 △212,544 △194,285

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,415,004 773,676
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,854,197 △1,128,026

有形固定資産の売却による収入 31,586 4,990

無形固定資産の取得による支出 △75,542 △12,828

投資有価証券の取得による支出 △127,844 △22,485

関係会社株式の売却による収入 29,804 －

関係会社株式の取得による支出 － △242,871

事業譲受による支出 － △45,920

定期預金の預入による支出 △797,032 △190,595

定期預金の払戻による収入 27,548 333,993

その他の支出 △113,923 △5,342

その他の収入 15,589 6,931

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,864,011 △1,302,153

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） 83,144 670,351

長期借入れによる収入 2,300,000 2,519,875

長期借入金の返済による支出 △1,197,389 △1,775,953

自己株式の取得による支出 △101,802 △3,187

配当金の支払額 △122,911 △142,403

自己株式の処分による収入 46 100

その他 △10,058 △2,626

財務活動によるキャッシュ・フロー 951,027 1,266,157

現金及び現金同等物に係る換算差額 △239,677 △145,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △737,656 591,775

現金及び現金同等物の期首残高 3,407,654 2,669,998

現金及び現金同等物の期末残高 2,669,998 3,261,773
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（５）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。

(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。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営会議が経営資源の配分

の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、本社にて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成のために採用される会計処理の原則及び手

続に準拠した方法であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に

基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　 前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

日本 米州 欧州 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 7,539,482 2,108,822 2,286,414 7,138,389 19,073,108

セグメント間の内部
売上高又は振替高

527,652 ― 55,686 181,000 764,339

計 8,067,134 2,108,822 2,342,100 7,319,390 19,837,448

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△401,832 28,890 350,200 700,937 678,196

セグメント資産 10,249,084 1,711,086 2,071,826 5,893,110 19,925,108

セグメント負債 8,271,827 524,476 508,296 1,291,518 10,596,119

その他の項目

　減価償却費 223,618 74,203 122,758 396,004 816,584

　のれん償却額 10,151 ― ― ― 10,151

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,481,028 71,819 213,071 426,393 2,192,312

　 当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

日本 米州 欧州 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 7,531,912 1,987,586 1,725,087 6,613,553 17,858,139

セグメント間の内部
売上高又は振替高

389,091 ― 58,037 168,870 615,999

計 7,921,004 1,987,586 1,783,124 6,782,423 18,474,139

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△572,588 △161,326 248,269 724,017 238,371

セグメント資産 11,462,934 1,778,221 1,836,385 7,364,275 22,441,816

セグメント負債 9,699,064 886,304 437,851 1,913,530 12,936,751

その他の項目

　減価償却費 295,407 70,144 109,041 325,080 799,673

　のれん償却額 10,151 ― ― ― 10,151

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

458,695 206,462 98,570 348,073 1,111,802
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 19,837,448 18,474,139

セグメント間取引消去 △764,339 △615,999

連結財務諸表の売上高 19,073,108 17,858,139

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 678,196 238,371

その他の調整額 △9,848 8,838

連結財務諸表の営業利益 668,347 247,210

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 19,925,108 22,441,816

全社資産 629,510 894,283

その他の調整額 △3,530,350 △4,588,140

連結財務諸表の資産合計 17,024,268 18,747,958

　（注）全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）及び長期投資資金（投資有価証券）であり

ます。

(単位：千円)

負債 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 10,596,119 12,936,751

その他の調整額 △150,035 △487,006

連結財務諸表の負債合計 10,446,083 12,449,745

　（注）その他の調整額は、セグメント間の取引によるものであります。

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額
連結財務諸表

計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 816,584 799,673 △8,087 △48 808,496 799,625

のれん償却額 10,151 10,151 ― ― 10,151 10,151

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,192,312 1,111,802 △799 △867 2,191,512 1,110,935
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり純資産額 1,600.38円 1,531.55円

１株当たり当期純利益金額 143.44円 16.46円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

142.30円 16.32円

　（注）１．平成27年10月１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。

これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当た

り当期純利益金額、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額、普通株式の期中平均株式数（株）及び普

通株式の数（株）を算定しております。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 587,242 67,210

普通株式に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 587,242 67,210

普通株式の期中平均株式数（株） 4,094,062 4,082,782

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数 32,794 35,574

（うち新株予約権（株）） （32,794） （35,574）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益金額の算定に
含まれなかった潜在株式の概要

― ―

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 6,578,185 6,298,213

純資産の部の合計額から控除する金額（千
円）

42,154 46,832

（うち新株予約権（千円）） （42,154） （46,832）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 6,536,030 6,251,381

１株当たり純資産の算定に用いられた
普通株式の数（株）

4,084,057 4,081,731

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 222,251 543,836

受取手形 116,470 130,959

売掛金 2,275,445 2,388,059

商品及び製品 288,587 244,988

仕掛品 159,821 298,004

原材料及び貯蔵品 161,349 170,001

前払費用 44,959 44,558

未収入金 122,887 28,699

関係会社短期貸付金 － 200,000

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 － 76,289

その他 105,771 4,016

貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 3,497,446 4,129,312

固定資産

有形固定資産

建物 4,952,778 4,974,086

減価償却累計額 △3,549,988 △3,627,102

建物（純額） 1,402,789 1,346,984

構築物 129,771 129,771

減価償却累計額 △70,486 △76,779

構築物（純額） 59,285 52,991

機械及び装置 4,256,475 4,452,061

減価償却累計額 △3,732,969 △3,832,587

機械及び装置（純額） 523,506 619,473

車両運搬具 23,406 23,406

減価償却累計額 △13,633 △16,888

車両運搬具（純額） 9,772 6,517

工具、器具及び備品 572,399 701,979

減価償却累計額 △482,631 △545,484

工具、器具及び備品（純額） 89,768 156,495

土地 598,606 598,606

リース資産 2,979 11,068

減価償却累計額 △1,413 △3,366

リース資産（純額） 1,565 7,701

建設仮勘定 86,097 149,017

有形固定資産合計 2,771,391 2,937,787

無形固定資産

ソフトウエア 144,234 109,893

リース資産 246 －

電話加入権 12,757 12,757

無形固定資産合計 157,238 122,651
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 407,259 350,446

関係会社株式 2,228,407 2,689,470

出資金 2,020 785

関係会社出資金 646,684 646,684

破産更生債権等 54 245

関係会社長期貸付金 210,000 286,289

長期前払費用 4,039 7,132

投資不動産 286,999 286,999

保険積立金 91,973 91,973

敷金及び保証金 77,978 78,173

その他 38 38

貸倒引当金 △187,778 △189,136

投資その他の資産合計 3,767,676 4,249,101

固定資産合計 6,696,306 7,309,540

資産合計 10,193,753 11,438,852

負債の部

流動負債

支払手形 400,347 109,538

買掛金 1,173,353 1,564,934

短期借入金 400,000 950,000

1年内返済予定の長期借入金 1,409,848 1,941,704

未払金 157,848 102,117

リース債務 1,582 1,466

未払費用 218,347 223,808

未払法人税等 15,636 30,160

預り金 14,604 7,646

賞与引当金 79,142 71,112

災害損失引当金 2,000 －

設備関係支払手形 31,891 1,310

その他 9,642 106,875

流動負債合計 3,914,243 5,110,673

固定負債

長期借入金 2,757,778 3,035,074

退職給付引当金 1,019,433 1,102,600

長期未払金 107,209 107,209

リース債務 362 6,458

繰延税金負債 36,064 31,361

環境対策引当金 3,000 3,000

資産除去債務 37,670 37,767

厚生年金基金解散損失引当金 14,850 －

固定負債合計 3,976,366 4,323,470

負債合計 7,890,610 9,434,144
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金

資本準備金 250,000 250,000

資本剰余金合計 250,000 250,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,024,760 726,417

利益剰余金合計 1,024,760 726,417

自己株式 △119,180 △122,267

株主資本合計 2,155,580 1,854,150

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 105,407 103,725

評価・換算差額等合計 105,407 103,725

新株予約権 42,154 46,832

純資産合計 2,303,142 2,004,708

負債純資産合計 10,193,753 11,438,852
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当事業年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 8,067,134 7,921,004

売上原価

製品期首たな卸高 191,699 288,587

当期製品製造原価 6,220,527 6,288,812

合計 6,412,227 6,577,400

製品期末たな卸高 288,587 244,988

製品売上原価 6,123,640 6,332,411

売上原価合計 6,123,640 6,332,411

売上総利益 1,943,494 1,588,592

販売費及び一般管理費

支払手数料 176,530 134,644

発送費 360,885 402,752

広告宣伝費 19,108 14,013

販売促進費 13,494 15,537

交際費 26,742 27,866

役員報酬 222,705 191,068

従業員給料及び手当 643,405 605,417

賞与引当金繰入額 26,961 21,204

退職給付引当金繰入額 47,774 70,666

法定福利費 131,067 128,594

福利厚生費 42,391 23,255

雑給 13,614 19,063

旅費及び交通費 123,691 96,676

通信費 28,578 26,809

保険料 22,942 25,263

賃借料 82,434 86,283

事務用消耗品費 25,587 14,972

修繕費 22,375 19,858

租税公課 21,146 32,972

教育研修費 5,939 4,904

研究開発費 171,867 73,495

減価償却費 46,022 42,653

雑費 71,011 73,433

販売費及び一般管理費合計 2,346,282 2,151,406

営業損失（△） △402,788 △562,814
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当事業年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

営業外収益

受取利息 8,969 7,373

受取配当金 73,372 401,091

受取賃貸料 9,765 9,073

貸倒引当金戻入額 7,968 －

雑収入 18,599 53,097

営業外収益合計 118,674 470,635

営業外費用

減価償却費 7,583 6,095

支払利息 35,218 32,837

支払補償費 4,451 1,877

貸倒引当金繰入額 － 1,358

雑損失 27,143 7,228

営業外費用合計 74,396 49,398

経常損失（△） △358,510 △141,577

特別利益

固定資産売却益 2,800 43

厚生年金基金解散損失引当金戻入額 － 14,850

災害損失引当金戻入額 103,000 －

特別利益合計 105,800 14,893

特別損失

固定資産売却損 6,684 686

固定資産処分損 32 2,425

関係会社整理損 8,385 －

減損損失 － 11,266

特別損失合計 15,101 14,378

税引前当期純損失（△） △267,811 △141,062

法人税、住民税及び事業税 19,069 14,462

法人税等調整額 △218 △162

法人税等合計 18,851 14,300

当期純損失（△） △286,663 △155,363
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（３）株主資本等変動計算書

　 前事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 1,000,000 250,000 94 250,094 1,438,047 1,438,047

当期変動額

剰余金の配当 △124,096 △124,096

当期純損失（△） △286,663 △286,663

自己株式の取得

自己株式の処分 △94 △94 △2,526 △2,526

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △94 △94 △413,286 △413,286

当期末残高 1,000,000 250,000 － 250,000 1,024,760 1,024,760

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △24,941 2,663,199 124,980 124,980 29,879 2,818,060

当期変動額

剰余金の配当 △124,096 △124,096

当期純損失（△） △286,663 △286,663

自己株式の取得 △106,478 △106,478 △106,478

自己株式の処分 12,239 9,618 9,618

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△19,572 △19,572 12,274 △7,298

当期変動額合計 △94,238 △507,619 △19,572 △19,572 12,274 △514,917

当期末残高 △119,180 2,155,580 105,407 105,407 42,154 2,303,142
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　 当事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 1,000,000 250,000 － 250,000 1,024,760 1,024,760

当期変動額

剰余金の配当 △142,941 △142,941

当期純損失（△） △155,363 △155,363

自己株式の取得

自己株式の処分 △37 △37

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － △298,342 △298,342

当期末残高 1,000,000 250,000 － 250,000 726,417 726,417

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △119,180 2,155,580 105,407 105,407 42,154 2,303,142

当期変動額

剰余金の配当 △142,941 △142,941

当期純損失（△） △155,363 △155,363

自己株式の取得 △3,187 △3,187 △3,187

自己株式の処分 100 63 63

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△1,681 △1,681 4,677 2,995

当期変動額合計 △3,086 △301,429 △1,681 △1,681 4,677 △298,434

当期末残高 △122,267 1,854,150 103,725 103,725 46,832 2,004,708
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