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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第2四半期 94,282 19.3 2,203 77.0 2,422 69.7 1,641 69.4

29年3月期第2四半期 79,012 △7.4 1,245 △39.2 1,427 △39.4 969 △38.2

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　1,590百万円 （1,979.3％） 29年3月期第2四半期　　76百万円 （△95.3％）

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2四半期 62.34 ―

29年3月期第2四半期 36.80 ―

(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2四半期 77,208 54,640 70.7

29年3月期 72,715 53,419 73.4

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 54,598百万円 29年3月期 53,390百万円

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 ― 14.00 ― 14.00 28.00

30年3月期 ― 14.00

30年3月期（予想） ― 14.00 28.00

（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、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 190,000 16.5 4,000 35.1 4,400 27.2 2,980 21.4 113.16

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(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 ： 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2Q 28,908,581 株 29年3月期 28,908,581 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 2,575,267 株 29年3月期 2,575,021 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 26,333,427 株 29年3月期2Q 26,333,769 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

本資料に掲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。なお業績予想に関する事項は、【添付資料】３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我が国経済は、企業収益や雇用情勢の改善などを背景に緩やかな回復基調が

続きましたが、個人消費は一部に持ち直しの動きが見られたものの、実質賃金の伸び悩みなどもあり依然として力

強さを欠く状況で推移しました。また、先行きについては、国内の労働力不足や海外経済の不確実性など不透明な

状況が続いております。

このような状況のもと当社グループの貴金属関連事業においては、国内外の生産拠点活用と営業展開の強化を進

め、貴金属原料の確保、化成品等の製品販売及び産業廃棄物処理受託の拡大に取り組んでおります。また、食品関

連事業においては、顧客ニーズを捉えた商品の開拓と提供に鋭意取り組み、国内はもとより、海外展開の拡大も含

めた積極的な営業活動を推進し、販売量の拡大に努めております。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高94,282百万円（前年同四半期比19.3％増）、営業利

益2,203百万円（前年同四半期比77.0％増）、経常利益2,422百万円（前年同四半期比69.7％増）、親会社株主に帰

属する四半期純利益は1,641百万円（前年同四半期比69.4％増）となりました。

各セグメント別の概況は次のとおりであります。

貴金属関連事業

当事業の主力顧客であるエレクトロニクス業界は、半導体・電子デバイス分野を中心に生産状況は好調に推移し

ました。このような状況の中で当社グループの貴金属関連事業では、貴金属リサイクル及び産業廃棄物処理の取扱

量が増加し、銀製品の販売量は減少したものの、金製品及び電子材料等の販売量は増加し、白金を除く貴金属販売

価格の上昇もあり、全体としての売上高は前年同四半期に比べ増加しました。

これらの結果、当該事業の売上高は60,180百万円（前年同四半期比19.4％増）、営業利益は1,390百万円（前年同

四半期比74.6％増）となりました。

食品関連事業

当事業の主力顧客である食品製造業界は、国内の個人消費に力強さを欠く中で輸出好調にも支えられ、生産状況

は概ね堅調に推移しました。このような状況の中で当社グループの食品関連事業では、すりみの販売単価が下落し、

農産品の販売数量は減少しましたが、水産品及び畜産品の販売数量は増加し、売上高は前年同四半期に比べ増加し

ました。

これらの結果、当該事業の売上高は34,131百万円（前年同四半期比19.2％増）、営業利益は813百万円（前年同四

半期比81.2％増）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

　（資産）

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,492百万円増加し、77,208百万円となりま

した。これは主として現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加によるものです。

　（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,271百万円増加し、22,568百万円となりま

した。これは主として借入金、未払法人税等の増加によるものです。

　（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ1,221百万円増加し、54,640百万円となりまし

た。これは主として期末配当金の支払いを上回る利益剰余金の増加によるものです。
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（2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末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

1,069百万円増加し7,853百万円となりました。

　（営業活動のキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は７百万円となりました。これは主に税金等

調整前四半期純利益、減価償却費、たな卸資産の減少及び配当金の受取による資金の増加と、売上債権の増加及

び法人税等の支払いによる資金の減少の差引によるものです。なお、前年同四半期の1,091百万円の資金の増加に

比べ1,083百万円減少しました。

　（投資活動のキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動に使用した資金は1,076百万円となりました。これは主として工場

用土地及び設備等の有形固定資産取得によるものです。なお、前年同四半期の1,289万円の支出に比べ213百万円

の支出減少となりました。

　（財務活動のキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動により増加した資金は2,131百万円となりました。これは主に期末

配当金の支払いを上回る借入金の増加によるものです。なお、前年同四半期の1,001百万円の資金の減少に比べ

3,133百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、当第２四半期（累計）連結業績を踏まえて、平成29年５月12日公表の予想値を

変更しております。当該予想の詳細につきましては、平成29年11月９日に公表しました「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,784 7,853

受取手形及び売掛金 19,954 23,208

商品及び製品 14,226 13,430

仕掛品 404 413

原材料及び貯蔵品 6,311 6,645

繰延税金資産 449 540

その他 2,698 2,880

貸倒引当金 △9 △7

流動資産合計 50,820 54,963

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,835 9,014

減価償却累計額 △4,597 △4,754

建物及び構築物（純額） 4,237 4,259

機械装置及び運搬具 8,254 8,337

減価償却累計額 △6,092 △6,423

機械装置及び運搬具（純額） 2,161 1,913

土地 7,791 8,455

リース資産 644 701

減価償却累計額 △197 △233

リース資産（純額） 446 468

建設仮勘定 42 44

その他 1,083 1,140

減価償却累計額 △903 △922

その他（純額） 180 217

有形固定資産合計 14,859 15,359

無形固定資産

その他 895 822

無形固定資産合計 895 822

投資その他の資産

投資有価証券 4,470 4,533

繰延税金資産 3 3

その他 1,733 1,591

貸倒引当金 △68 △65

投資その他の資産合計 6,139 6,063

固定資産合計 21,894 22,244

資産合計 72,715 77,208
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 8,223 8,197

短期借入金 1,993 5,136

1年内返済予定の長期借入金 994 823

リース債務 127 172

未払法人税等 572 875

繰延税金負債 - 0

賞与引当金 744 878

その他 3,184 3,294

流動負債合計 15,840 19,377

固定負債

長期借入金 1,598 1,200

リース債務 318 409

繰延税金負債 636 648

役員退職慰労引当金 565 584

執行役員退職慰労引当金 16 20

退職給付に係る負債 228 234

その他 92 92

固定負債合計 3,456 3,190

負債合計 19,296 22,568

純資産の部

株主資本

資本金 3,559 3,559

資本剰余金 4,008 4,008

利益剰余金 47,515 48,789

自己株式 △3,009 △3,009

株主資本合計 52,074 53,347

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 627 637

繰延ヘッジ損益 △30 △79

為替換算調整勘定 810 776

退職給付に係る調整累計額 △91 △82

その他の包括利益累計額合計 1,315 1,250

非支配株主持分 29 41

純資産合計 53,419 54,640

負債純資産合計 72,715 77,208
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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：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 79,012 94,282

売上原価 71,436 85,410

売上総利益 7,576 8,871

販売費及び一般管理費 6,331 6,668

営業利益 1,245 2,203

営業外収益

受取利息 3 4

受取配当金 14 15

投資有価証券売却益 3 -

持分法による投資利益 250 248

仕入割引 6 7

為替差益 55 -

その他 24 22

営業外収益合計 358 298

営業外費用

支払利息 16 23

為替差損 - 29

投資有価証券評価損 125 17

その他 34 8

営業外費用合計 176 79

経常利益 1,427 2,422

税金等調整前四半期純利益 1,427 2,422

法人税、住民税及び事業税 422 836

法人税等調整額 27 △65

法人税等合計 449 770

四半期純利益 978 1,652

非支配株主に帰属する四半期純利益 8 10

親会社株主に帰属する四半期純利益 969 1,641
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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：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 978 1,652

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 38 10

繰延ヘッジ損益 106 △47

為替換算調整勘定 △892 3

退職給付に係る調整額 17 8

持分法適用会社に対する持分相当額 △170 △37

その他の包括利益合計 △901 △62

四半期包括利益 76 1,590

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 70 1,577

非支配株主に係る四半期包括利益 5 12
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 1,427 2,422

減価償却費 626 685

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） 162 134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 26 19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △60 19

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 3

受取利息及び受取配当金 △18 △19

支払利息 16 23

持分法による投資損益（△は益） △250 △248

売上債権の増減額（△は増加） △826 △3,234

たな卸資産の増減額（△は増加） 743 470

仕入債務の増減額（△は減少） 671 △47

その他 △1,188 97

小計 1,333 321

利息及び配当金の受取額 157 171

利息の支払額 △16 △23

法人税等の支払額 △383 △462

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,091 7

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 △1,135 △1,111

有形固定資産の売却による収入 5 -

無形固定資産の取得による支出 △101 △28

投資有価証券の取得による支出 △7 △5

投資有価証券の売却による収入 5 -

その他 △55 69

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,289 △1,076

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） 8 3,142

長期借入金の返済による支出 △576 △568

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △368 △368

その他 △65 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,001 2,131

現金及び現金同等物に係る換算差額 △394 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,594 1,069

現金及び現金同等物の期首残高 9,524 6,784

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,930 7,853
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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。

　

（セグメント情報等）

　Ⅰ 前第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)

　 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貴金属関連事業 食品関連事業 計

売上高

外部顧客への売上高 50,404 28,607 79,012 ― 79,012

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 30 30 △30 ―

計 50,404 28,638 79,043 △30 79,012

セグメント利益 796 448 1,245 ― 1,245

（注）１ 調整額の内容は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。

　 ２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

　Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

　 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貴金属関連事業 食品関連事業 計

売上高

外部顧客への売上高 60,180 34,101 94,282 ― 94,282

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 29 29 △29 ―

計 60,180 34,131 94,312 △29 94,282

セグメント利益 1,390 813 2,203 ― 2,203

（注）１ 調整額の内容は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。

　 ２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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