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1. 平成29年12月期の連結業績（平成29年1月1日～平成29年12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12月期 146,925 4.4 24,066 △0.7 25,841 △1.1 20,303 △1.4

28年12月期 140,699 △1.7 24,225 5.5 26,135 △3.6 20,598 11.1

（注）包括利益 29年12月期　　22,986百万円 （102.3％） 28年12月期　　11,361百万円 （△14.3％）

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12月期 299.74 299.61 8.6 9.8 16.4

28年12月期 300.70 300.59 8.8 10.2 17.2

（参考） 持分法投資損益 29年12月期 ―百万円 28年12月期 ―百万円

(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12月期 269,318 242,179 89.9 3,579.98

28年12月期 258,387 232,917 90.1 3,405.14

（参考） 自己資本 29年12月期 242,049百万円 28年12月期 232,807百万円

(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12月期 22,585 △14,027 △13,844 118,956

28年12月期 27,958 △3,440 △11,860 122,302

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12月期 ― 44.00 ― 76.00 120.00 8,230 39.9 3.5

29年12月期 ― 54.00 ― 66.00 120.00 8,135 40.0 3.4

30年12月期(予想) ― 54.00 ― 55.00 109.00 40.8

（注）配当金の内訳

平成28年12月期特別配当 　　　　　　第２四半期末29円00銭　期末61円00銭

平成29年12月期特別配当　　　　　 　第２四半期末39円00銭　期末51円00銭

平成30年12月期（予想）特別配当　　第２四半期末39円00銭　期末40円00銭

3. 平成30年12月期の連結業績予想（平成30年 1月 1日～平成30年12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) 75,000 4.3 11,300 △8.6 11,800 △10.6 8,300 △11.2 123.57

通期 154,000 4.8 23,100 △4.0 24,100 △6.7 17,900 △11.8 267.08



※ 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 ― 社 （社名） 、 除外 1 社 （社名） 万宝至馬達（鷹潭）有限公司

(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12月期 69,125,962 株 28年12月期 69,927,562 株

② 期末自己株式数 29年12月期 1,513,962 株 28年12月期 1,558,170 株

③ 期中平均株式数 29年12月期 67,735,198 株 28年12月期 68,501,074 株

（注）平成29年12月期の自己株式数には、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託の保有する当社株式数（期末自己株式数63,800株及び116,386

株）を含めており、平成28年12月期の自己株式数には、従業員持株ESOP信託及び役員報酬BIP信託の保有する当社株式数（期末自己株式数98,700株及
び119,600株）を含めております。

（参考）個別業績の概要

平成29年12月期の個別業績（平成29年1月1日～平成29年12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12月期 102,738 2.9 10,052 16.1 17,627 11.2 14,522 8.8

28年12月期 99,847 △4.9 8,657 11.1 15,847 △4.1 13,342 △1.1

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12月期 214.40 214.31

28年12月期 194.78 194.71

(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12月期 171,268 156,382 91.2 2,311.01

28年12月期 167,204 153,361 91.7 2,241.51

（参考） 自己資本 29年12月期 156,251百万円 28年12月期 153,250百万円

※ 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

本資料における業績予想に関する記述は、現時点において入手可能な情報に基づいております。

また、業績は、今後の様々な要因により見通しと異なることがあります。


