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1. 平成30年2月期の連結業績（平成29年3月1日～平成30年2月28日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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 ％

30年2月期 949,572 2.8 35,318 3.9 38,606 3.7 23,658 13.4

29年2月期 923,601 △0.6 34,000 3.1 37,215 △1.5 20,870 △12.4

（注）包括利益 30年2月期　　31,910百万円 （67.7％） 29年2月期　　19,019百万円 （146.6％）

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 ％ ％ ％

30年2月期 67.69 59.58 5.6 3.8 4.0

29年2月期 59.71 52.55 5.1 3.8 4.0

（参考） 持分法投資損益 30年2月期 2,718百万円 29年2月期 2,337百万円

(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

30年2月期 1,035,807 449,526 42.4 1,256.66

29年2月期 986,464 421,890 41.8 1,179.52

（参考） 自己資本 30年2月期 439,172百万円 29年2月期 412,224百万円

(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

30年2月期 36,870 △62,286 14,185 95,120

29年2月期 42,266 △9,124 △4,228 103,765

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 ％ ％

29年2月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 4,193 20.1 1.0

30年2月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 4,193 17.7 1.0

31年2月期(予想) ― 6.00 ― 12.00 ― 22.7

（注）2019年(平成31年)２月期(予想)の１株当たり期末配当金について

当社は、2018年(平成30年)９月１日を効力発生日として普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行う予定であるため、2019年(平成31年)２月期(予想)の１株
当たり期末配当金につきましては当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、１株当たり年間配当金合計は「―」としております。株式併合を考慮しない場合
の2019年(平成31年)２月期(予想)の１株当たり期末配当金は６円となり、１株当たり年間配当金は12円となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利
用に関する説明、その他特記事項」をご覧下さい。



3. 平成31年 2月期の連結業績予想（平成30年 3月 1日～平成31年 2月28日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

営業収益 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) 439,000 1.3 12,000 △13.6 14,000 △10.5 6,300 △30.1 18.02

通期 919,000 1.2 30,000 △15.1 33,500 △13.2 18,500 △21.8 105.87

（注１）2019年(平成31年)２月期第１四半期より、国際財務報告基準に準拠した財務諸表を連結している在外連結子会社の消化仕入取引について、利益相当額
を「売上高」に計上する純額表示に変更いたします。そのため、上記連結業績予想の「営業収益」は、純額表示に変更後の金額であります。なお、対前期及び対
前年同四半期の増減率に使用した2018年(平成30年)２月期の営業収益は概算値であり、会計監査の結果により変更する可能性がございます。

（注２）2019年(平成31年)２月期の通期業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。詳細につきましては、「業
績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧下さい。

※ 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）　：　無

新規 ― 社 （社名） 、 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） 30年2月期 355,518,963 株 29年2月期 355,518,963 株

② 期末自己株式数 30年2月期 6,045,405 株 29年2月期 6,036,312 株

③ 期中平均株式数 30年2月期 349,478,196 株 29年2月期 349,486,710 株

（参考）個別業績の概要

平成30年2月期の個別業績（平成29年3月1日～平成30年2月28日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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 ％

30年2月期 724,604 3.1 12,920 25.5 15,235 17.9 8,642 29.6

29年2月期 703,056 △1.0 10,292 △5.9 12,924 △8.5 6,666 △31.8

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

30年2月期 24.72 21.65

29年2月期 19.07 16.67

(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

30年2月期 795,493 278,304 35.0 796.35

29年2月期 760,065 272,716 35.9 780.34

（参考） 自己資本 30年2月期 278,304百万円 29年2月期 272,716百万円



※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

・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仮定及
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、決算短信（添付資料）Ｐ.５「経営成績等の概況(４)今後の見通し」をご覧ください。

（株式併合後の配当及び業績予想について）

・当社は、2018年(平成30年)４月９日開催の取締役会において、2018年(平成30年)５月22日開催予定の第152回定時株主総会に、株式併合について付議するこ
とを決議し、上記株主総会での承認を条件に2018年(平成30年)９月１日を効力発生日として、普通株式２株につき１株の割合で株式併合を実施することとしてお
ります。これに伴い、株式併合考慮前に換算した2019年(平成31年)２月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。

１．2019年(平成31年)２月期の配当予想

１株当たり配当金 第２四半期末 ６円（注１） 期末 ６円（注２)

2019年(平成31年)２月期の１株当たり年間配当金（株式併合考慮前）は12円となります。

２．2019年(平成31年)２月期の通期の連結業績予想 １株当たりの当期純利益 期末 52円93銭

（注１）第２四半期末の配当は、株式併合実施前の株式数に対して支払われます。

（注２）株式併合考慮前に換算した配当額であります。


