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(百万円未満切捨て)
１．平成30年３月期の連結業績（平成29年４月１日～平成30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 ％

30年３月期 33,640 8.4 3,387 19.3 3,387 20.4 2,198 13.1

29年３月期 31,044 16.3 2,838 153.5 2,812 146.2 1,943 61.5
(注) 包括利益 30年３月期 2,496百万円( 44.8％) 29年３月期 1,724百万円( 115.7％)
　

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３月期 70.28 - 12.6 10.3 10.1

29年３月期 62.13 - 12.3 9.3 9.1
(参考) 持分法投資損益 30年３月期 -百万円 29年３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

30年３月期 34,270 18,368 53.5 585.99

29年３月期 31,558 16,451 52.1 525.89
(参考) 自己資本 30年３月期 18,332百万円 29年３月期 16,452百万円
　

（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３月期 1,929 △1,684 107 1,851

29年３月期 3,833 △1,904 △1,663 1,493
　

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３月期 - 5.00 - 13.50 18.50 578 29.8 3.7

30年３月期 - 5.00 - 16.00 21.00 656 29.9 3.8

31年３月期(予想) - - - - - -
　

(注) 当社は、定款において第２四半期末及び期末日を配当基準日と定めておりますが、平成31年３月期の配当につ
　 いては、現在のところ具体的な金額は未定であります。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示

いたします。
　

３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31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) 15,100 5.9 950 △30.4 950 △30.3 650 △27.8 20.78

通 期 35,800 6.4 2,800 △17.3 2,800 △17.3 1,800 △18.1 57.54
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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) ： 無
　　

（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３月期 31,530,000株 29年３月期 31,530,000株

② 期末自己株式数 30年３月期 245,033株 29年３月期 245,033株

③ 期中平均株式数 30年３月期 31,284,967株 29年３月期 31,284,967株
　　

(参考) 個別業績の概要
１．平成30年３月期の個別業績（平成29年４月１日～平成30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 ％

30年３月期 32,197 8.4 3,220 9.7 3,225 10.4 1,861 △7.9
29年３月期 29,716 40.0 2,934 107.5 2,923 101.4 2,021 53.1

　

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

30年３月期 59.51 -

29年３月期 64.61 -
　　

（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３月期 31,868 17,468 54.8 558.37

29年３月期 29,339 16,012 54.6 511.83

(参考) 自己資本 30年３月期 17,468百万円 29年３月期 16,012百万円
　　　

※ 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、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
に関する事項については、添付資料３ページ「１．経営成績等の概況 (4)今後の見通し」をご覧ください。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法）
　当社は、平成30年５月23日（水）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。
当日使用する決算補足説明資料につきましては、説明会の開催後、速やかに当社ホームページに掲載する予定で
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わが国経済は、輸出や国内需要が引き続き好調なことから鉱工業生産が堅調に推移し、

雇用・所得環境の改善を背景に個人消費も底堅く推移するなど、緩やかに回復してきました。また、今後の景気動

向についても引き続き堅調な推移が見込まれますが、一部の国・地域における政治情勢や通商問題、金融資本市場

の変動等によっては景気が下振れするリスクもあり、それらの動向・影響等について留意を要する状況にありま

す。

当社グループの属する土木業界につきましては、公共投資は底堅く推移し、インフラ関連投資も引き続き一定規

模の投資が見込まれる情勢にあり、安定した事業環境が続いております。しかしながら、競合他社の能力増強に加

え、建設技能労働者及び輸送従事労働者は依然不足傾向にあり、先行きについては予断を許さない状況が続いてお

ります。

このような状況下、当社グループは、全工場の操業最大化を実現するため、各工場の設備投資、整流化対策、相

互連携強化に取り組み、全社最適生産を推進すると共に、徹底した原価低減対策を継続的に実行し、収益の上積み

に努めました。また、セグメント新規案件への対応力向上に向け、推し進めてまいりました茨城工場及び東松山工

場の設備対策工事も完了し、本格生産に移行しております。こうしたグループを挙げた取組みを強化した結果、当

連結会計年度は、前連結会計年度を上回る業績を上げることができました。今後も、操業の最大化・安定化と原価

低減の双方から効果的な施策を立案・実行し、収益力の向上を目指してまいります。

当連結会計年度の業績は、大型プロジェクトを含めたセグメント製品が増加したことから、売上高は336億40百万

円（前連結会計年度比8.4％増）となりました。また、損益につきましては、増収による利益増に加えて、操業最大

化に向けた諸施策の積極推進、コスト削減の継続取り組みにより売上総利益率が改善し、営業利益は33億87百万円

（前連結会計年度比19.3％増）、経常利益は33億87百万円（前連結会計年度比20.4％増）、親会社株主に帰属する

当期純利益は21億98百万円（前連結会計年度比13.1％増）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連結総資産は、たな卸資産（前連結会計年度増減額６億88百万円）、未収入金（同10

億70百万円）、有形固定資産（同２億93百万円）、預け金（同２億79百万円）、投資有価証券（同１億85百万円）

等が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ27億12百万円増加し、342億70百万円となりました。

負債は、未払消費税等（同△３億52百万円）等が減少したものの、長短借入金（同７億37百万円）、前受金（同

３億84百万円）等が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ７億95百万円増加し、159億１百万円となりまし

た。

純資産は、その他有価証券評価差額金（同１億73百万円）・退職給付に係る調整累計額（同79百万円）、利益剰

余金（同16億19百万円）が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ19億17百万円増加し、183億68百万円とな

りました。以上の結果、自己資本比率は53.5％となりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ３億57百万円増加し、18億51百万円

とりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・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)

営業活動によるキャッシュ・フローは、19億29百万円の収入（前連結会計年度は38億33万円の収入）となりま

した。税金等調整前当期純利益は32億87百万円でありましたが、減価償却費（14億47百万円）、前受金の増加額

（３億81百万円）、仕入債務の増加額（１億85百万円）等の増加要因と、未収入金の増加額（△10億65百万円）、

たな卸資産の増加額（△６億83百万円）、法人税等の支払額（△12億50百万円）等の減少要因を加減算したこと

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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、16億84百万円の支出（前連結会計年度は19億４百万円の支出）となり

ました。有形固定資産の取得による支出（△17億87百万円）が主なものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、１億７百万円の収入（前連結会計年度は16億63百万円の支出）となり

ました。長短借入金の増加額（７億円）、配当金の支払額（△５億78百万円）が主なものであります。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期 平成30年３月期

自己資本比率(％) 64.7 53.8 52.5 52.1 53.5

時価ベースの自己資本比率
(％)

91.7 60.5 92.4 109.6 58.9

債務償還年数(年) － － 5.6 0.9 2.1

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

－ － 45.6 233.4 97.8

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

＊各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

＊株式時価総額は、期末株価終値Ｘ期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

（４）今後の見通し

今後につきましては、恵まれた市場環境は継続するものの、能力増強を行った他社との競合激化や資材価格・輸

送費の上昇が想定されますが、当社グループとしましては、新規物件の確実な受注に努め、引き続き全社最適生産

に取り組むと共に徹底した原価低減対策を実行し、収益確保に努めてまいります。

このような状況を踏まえ、当社グループの平成31年３月期通期の連結業績見通しは、売上高358億円、営業利益・

経常利益28億円、親会社株主に帰属する当期純利益18億円を見込んでおります。また、第２四半期累計期間の連結

業績見通しは、売上高151億円、営業利益・経常利益９億50百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益６億50百万

円を見込んでおります。

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、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、会計基準につきましては日本基

準を適用しております。
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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29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 773,769 852,201

預け金 719,515 998,831

受取手形及び売掛金 8,813,549 8,744,614

商品及び製品 3,738,544 3,723,685

仕掛品 2,261,082 2,975,818

原材料及び貯蔵品 1,683,911 1,672,061

繰延税金資産 372,712 474,142

未収入金 2,547,230 3,617,537

その他 215,093 287,136

流動資産合計 21,125,409 23,346,028

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,966,764 7,409,718

減価償却累計額 △4,901,365 △5,188,801

建物及び構築物（純額） 2,065,399 2,220,916

機械装置及び運搬具 8,870,330 9,796,428

減価償却累計額 △6,496,088 △7,130,261

機械装置及び運搬具（純額） 2,374,241 2,666,166

土地 4,258,902 4,212,880

リース資産 57,201 67,335

減価償却累計額 △22,304 △32,589

リース資産（純額） 34,896 34,745

建設仮勘定 154,315 66,402

その他 1,313,449 1,301,641

減価償却累計額 △1,009,188 △1,017,666

その他（純額） 304,260 283,975

有形固定資産合計 9,192,016 9,485,086

無形固定資産

その他 85,742 94,856

無形固定資産合計 85,742 94,856

投資その他の資産

投資有価証券 1,022,572 1,208,051

その他 148,906 153,464

貸倒引当金 △16,602 △16,602

投資その他の資産合計 1,154,876 1,344,913

固定資産合計 10,432,635 10,924,856

資産合計 31,558,044 34,270,885
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,535,315 5,738,044

短期借入金 2,080,700 3,818,632

前受金 631,408 1,015,685

リース債務 12,763 13,649

未払法人税等 854,820 797,585

未払消費税等 476,487 124,201

未払金 2,270,509 2,330,633

賞与引当金 537,287 537,598

受注損失引当金 20,620 4,267

その他 356,551 247,560

流動負債合計 12,776,465 14,627,860

固定負債

長期借入金 1,200,000 200,000

リース債務 23,222 21,435

繰延税金負債 387,686 445,930

役員退職慰労引当金 100,191 108,145

退職給付に係る負債 528,963 398,730

資産除去債務 88,377 88,728

その他 1,825 11,069

固定負債合計 2,330,265 1,274,041

負債合計 15,106,731 15,901,901

純資産の部

株主資本

資本金 3,352,250 3,352,250

資本剰余金 4,384,580 4,384,580

利益剰余金 8,681,608 10,301,419

自己株式 △28,670 △28,670

株主資本合計 16,389,768 18,009,579

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 317,302 490,632

為替換算調整勘定 △54,022 △46,631

退職給付に係る調整累計額 △200,631 △120,748

その他の包括利益累計額合計 62,648 323,251

非支配株主持分 △1,104 36,151

純資産合計 16,451,312 18,368,983

負債純資産合計 31,558,044 34,270,885
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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28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 31,044,497 33,640,178

売上原価 24,796,477 26,689,408

売上総利益 6,248,019 6,950,770

販売費及び一般管理費

販売費 1,063,223 984,970

一般管理費 2,346,274 2,578,144

販売費及び一般管理費合計 3,409,498 3,563,115

営業利益 2,838,521 3,387,655

営業外収益

受取利息 360 1,063

受取配当金 10,659 13,147

固定資産売却益 - 12,391

その他 4,041 6,326

営業外収益合計 15,061 32,928

営業外費用

支払利息 16,405 19,584

為替差損 8,385 -

ＰＣＢ処理費用 8,348 9,924

その他 8,196 4,019

営業外費用合計 41,335 33,529

経常利益 2,812,246 3,387,055

特別利益

固定資産売却益 3,980 865

投資有価証券売却益 - 52

特別利益合計 3,980 917

特別損失

固定資産除売却損 5,873 39,108

減損損失 27,832 21,718

訴訟関連損失 - 39,844

特別損失合計 33,705 100,670

税金等調整前当期純利益 2,782,521 3,287,302

法人税、住民税及び事業税 1,010,844 1,214,975

法人税等調整額 △96,341 △156,411

法人税等合計 914,503 1,058,564

当期純利益 1,868,018 2,228,737

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
帰属する当期純損失（△）

△75,676 30,154

親会社株主に帰属する当期純利益 1,943,695 2,198,583
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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28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

当期純利益 1,868,018 2,228,737

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,958 173,329

為替換算調整勘定 △21,728 14,492

退職給付に係る調整額 △116,995 79,882

その他の包括利益合計 △143,681 267,704

包括利益 1,724,336 2,496,442

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,810,660 2,459,186

非支配株主に係る包括利益 △86,323 37,255
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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 3,352,250 4,384,580 7,207,187 △28,670 14,915,347

当期変動額

剰余金の配当 △469,274 △469,274

親会社株主に

帰属する当期純利益
1,943,695 1,943,695

自己株式の取得 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 1,474,420 - 1,474,420

当期末残高 3,352,250 4,384,580 8,681,608 △28,670 16,389,768

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 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 322,260 △42,940 △83,636 195,683 85,219 15,196,250

当期変動額

剰余金の配当 △469,274

親会社株主に

帰属する当期純利益
1,943,695

自己株式の取得 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△4,958 △11,081 △116,995 △133,034 △86,323 △219,358

当期変動額合計 △4,958 △11,081 △116,995 △133,034 △86,323 1,255,062

当期末残高 317,302 △54,022 △200,631 62,648 △1,104 16,451,312
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当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30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 3,352,250 4,384,580 8,681,608 △28,670 16,389,768

当期変動額

剰余金の配当 △578,771 △578,771

親会社株主に

帰属する当期純利益
2,198,583 2,198,583

自己株式の取得 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 1,619,811 - 1,619,811

当期末残高 3,352,250 4,384,580 10,301,419 △28,670 18,009,579

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 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 317,302 △54,022 △200,631 62,648 △1,104 16,451,312

当期変動額

剰余金の配当 △578,771

親会社株主に

帰属する当期純利益
2,198,583

自己株式の取得 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

173,329 7,391 79,882 260,603 37,255 297,859

当期変動額合計 173,329 7,391 79,882 260,603 37,255 1,917,670

当期末残高 490,632 △46,631 △120,748 323,251 36,151 18,368,983
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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28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30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 2,782,521 3,287,302

減価償却費 1,220,165 1,447,264

のれん償却額 333 -

減損損失 27,832 21,718

訴訟関連損失 - 39,844

投資有価証券売却損益（△は益） - △52

受取利息及び受取配当金 △11,019 △14,210

支払利息 16,405 19,584

固定資産除売却損益（△は益） 3,859 25,852

売上債権の増減額（△は増加） △177,802 88,080

たな卸資産の増減額（△は増加） △937,884 △683,099

未収入金の増減額（△は増加） △714,837 △1,065,536

仕入債務の増減額（△は減少） 1,278,720 185,060

前受金の増減額（△は減少） 127,631 381,892

その他 886,945 △508,673

小計 4,502,871 3,225,026

利息及び配当金の受取額 11,019 14,210

利息の支払額 △16,427 △19,440

訴訟関連損失の支払額 - △39,844

法人税等の還付額 3,185 -

法人税等の支払額 △666,707 △1,250,377

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,833,940 1,929,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 - 64,400

有形固定資産の取得による支出 △1,889,734 △1,787,069

有形固定資産の売却による収入 9,468 71,437

その他 △24,280 △33,328

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,904,547 △1,684,559

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） △333,171 1,700,527

長期借入れによる収入 150,000 -

長期借入金の返済による支出 △1,000,000 △1,000,000

配当金の支払額 △468,934 △578,244

リース債務の返済による支出 △10,967 △14,902

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,663,073 107,381

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,356 5,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 263,963 357,748

現金及び現金同等物の期首残高 1,229,320 1,493,284

現金及び現金同等物の期末残高 1,493,284 1,851,033
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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。

　

(表示方法の変更)

　 （連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めておりました「前受金」は、金額的重要性が増した

ため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度

の連結財務諸表の組替えを行っております

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた987,959千円

は、「前受金」631,408千円、「その他」356,551千円として組替えております。
　

　 （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収入金

の増減額（△は増加）」は、その金額の重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に

表示していた「その他」172,108千円は、「未収入金の増減額（△は増加）」△714,837千円、「その他」886,945千

円として組替えております。

　

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

　当社グループは、土木事業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)
　

前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

１株当たり純資産額 525.89円 585.99円

１株当たり当期純利益金額 62.13円 70.28円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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。

前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,943,695 2,198,583

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
(千円)

1,943,695 2,198,583

期中平均株式数(株) 31,284,967 31,284,967

　

(重要な後発事象)

該当する事項はありません。

　

なお、上記以外の注記につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省

略しております。
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４．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 198,485 193,004

預け金 719,515 998,831

受取手形 234,640 259,839

売掛金 8,340,105 8,290,701

商品 - 201,518

製品 3,598,796 3,527,483

原材料 646,495 778,391

仕掛品 2,217,742 2,922,978

貯蔵品 1,005,573 863,068

前払費用 70,565 82,060

繰延税金資産 327,470 435,987

未収入金 2,483,266 3,531,955

その他 106,332 186,392

流動資産合計 19,948,990 22,272,214

固定資産

有形固定資産

建物 999,879 1,009,512

構築物 834,181 928,674

機械及び装置 2,084,778 2,341,845

車両運搬具 59,925 46,383

工具、器具及び備品 283,165 250,167

土地 3,368,222 3,322,201

建設仮勘定 90,630 66,402

その他 25,525 28,542

有形固定資産合計 7,746,307 7,993,729

無形固定資産

ソフトウエア 42,498 42,639

ソフトウエア仮勘定 - 15,184

その他 17,317 16,849

無形固定資産合計 59,816 74,672

投資その他の資産

投資有価証券 1,015,772 1,201,251

関係会社株式 455,668 214,032

出資金 54,060 59,710

長期前払費用 21,154 15,651

その他 54,520 54,052

貸倒引当金 △16,602 △16,602

投資その他の資産合計 1,584,573 1,528,095

固定資産合計 9,390,697 9,596,497

資産合計 29,339,687 31,868,711
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 1,087,592 1,101,129

買掛金 4,250,952 4,433,569

工事未払金 2,768 5,137

短期借入金 460,000 2,210,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 1,000,000

未払金 2,230,029 2,314,494

未払法人税等 834,847 793,462

未払消費税等 415,895 124,060

前受金 487,381 957,952

預り金 252,160 208,724

賞与引当金 361,737 363,721

受注損失引当金 20,620 4,267

その他 258,605 195,805

流動負債合計 11,662,591 13,712,327

固定負債

長期借入金 1,200,000 200,000

退職給付引当金 216,827 205,624

役員退職慰労引当金 91,300 106,230

資産除去債務 80,549 80,869

繰延税金負債 55,132 64,785

その他 20,771 30,161

固定負債合計 1,664,581 687,670

負債合計 13,327,173 14,399,998

純資産の部

株主資本

資本金 3,352,250 3,352,250

資本剰余金

資本準備金 2,868,896 2,868,896

その他資本剰余金 1,515,683 1,515,683

資本剰余金合計 4,384,580 4,384,580

利益剰余金

利益準備金 169,115 169,115

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 25,840 25,036

別途積立金 3,900,000 3,900,000

繰越利益剰余金 3,828,848 5,112,521

利益剰余金合計 7,923,803 9,206,673

自己株式 △118,427 △118,427

株主資本合計 15,542,206 16,825,075

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 470,307 643,637

評価・換算差額等合計 470,307 643,637

純資産合計 16,012,514 17,468,713

負債純資産合計 29,339,687 31,868,711
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当事業年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 29,716,235 32,197,901

売上原価 23,752,337 25,635,771

売上総利益 5,963,898 6,562,129

販売費及び一般管理費 3,028,960 3,341,811

営業利益 2,934,937 3,220,318

営業外収益

受取利息及び受取配当金 10,719 13,264

その他 1,782 13,945

営業外収益合計 12,501 27,209

営業外費用

支払利息 8,793 7,805

その他 15,383 13,753

営業外費用合計 24,176 21,558

経常利益 2,923,262 3,225,969

特別利益

固定資産売却益 1,980 839

投資有価証券売却益 - 52

特別利益合計 1,980 892

特別損失

子会社株式評価損 - 241,635

固定資産除売却損 5,848 38,203

減損損失 27,832 21,718

訴訟関連損失 - 39,844

特別損失合計 33,680 341,402

税引前当期純利益 2,891,562 2,885,459

法人税、住民税及び事業税 987,514 1,199,179

法人税等調整額 △117,169 △175,360

法人税等合計 870,344 1,023,818

当期純利益 2,021,217 1,861,641
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(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
利益準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金

当期首残高 3,352,250 2,868,896 1,515,683 4,384,580 169,115 26,739 3,900,000

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△899

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - - △899 -

当期末残高 3,352,250 2,868,896 1,515,683 4,384,580 169,115 25,840 3,900,000

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

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
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 2,276,005 6,371,860 △118,427 13,990,263 475,266 475,266 14,465,529

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
899 - - -

剰余金の配当 △469,274 △469,274 △469,274 △469,274

当期純利益 2,021,217 2,021,217 2,021,217 2,021,217

自己株式の取得 - -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△4,958 △4,958 △4,958

当期変動額合計 1,552,842 1,551,943 - 1,551,943 △4,958 △4,958 1,546,984

当期末残高 3,828,848 7,923,803 △118,427 15,542,206 470,307 470,307 16,012,514
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当事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30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
利益準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金

当期首残高 3,352,250 2,868,896 1,515,683 4,384,580 169,115 25,840 3,900,000

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△803

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - - △803 -

当期末残高 3,352,250 2,868,896 1,515,683 4,384,580 169,115 25,036 3,900,000

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

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
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 3,828,848 7,923,803 △118,427 15,542,206 470,307 470,307 16,012,514

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
803 - - -

剰余金の配当 △578,771 △578,771 △578,771 △578,771

当期純利益 1,861,641 1,861,641 1,861,641 1,861,641

自己株式の取得 - - -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

173,329 173,329 173,329

当期変動額合計 1,283,672 1,282,869 - 1,282,869 173,329 173,329 1,456,199

当期末残高 5,112,521 9,206,673 △118,427 16,825,075 643,637 643,637 17,468,713
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５．その他

　役員の異動

① 代表取締役の異動

該当する事項はありません。

② その他の役員の異動

本日（平成30年５月15日）開示いたしました「役員等の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
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