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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３四半期連結累計期間における経済情勢は、米国経済は、個人消費が底堅く推移するなど総じて景気回復が

続きました。欧州においては、景気は緩やかながら回復傾向にありましたが、一部に一服感がみられました。アジ

アにおいては、中国で景気が減速気味に推移したほか東南アジアでは景気は鈍化傾向となりました。一方、わが国

経済は、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減から持ち直しつつあるものの、その動きは緩慢なものに留まりま

した。 

当社グループの主要関連市場におきましては、工作機械市場では、国内、海外ともに需要は前年同期を上回る水

準で推移しました。特機事業におけるPOS関連市場では、米国と国内の需要が好調だったほか、欧州も回復傾向で

推移しました。精密部品に関連する市場では、腕時計関連が、完成品およびムーブメントともに需要は好調に推移

したほか、自動車関連などの需要も増加しました。 

なお、当第３四半期連結累計期間における為替レートは、米ドルおよびユーロともに前年同期に比べ円安水準で

推移しました。 

このような状況のなか、当社グループでは、工作機械を中心に全事業で販売が大幅に増加したことに加え、円安

の効果もあり、当第３四半期連結累計期間の売上高は361億4千3百万円(前年同期比21.3％増)となりました。利益

につきましては、営業利益は38億6千2百万円(同204.5％増)、経常利益は43億7千1百万円(同141.6％増)、四半期純

利益は35億9百万円(同340.8％増)と大幅な増益となりました。 

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

(特機事業)

小型プリンターでは、米国および国内市場は、スマートフォンやタブレット端末を利用した決済システム(モ

バイルPOS)向けなどで販売が好調に推移し、欧州市場も緩やかな景気回復傾向のなか売上を伸ばしました。ま

た、アジア市場は、中国でドットインパクト製品の販売が伸びるなど、全地域において売上は大幅に増加しまし

た。 

以上の結果、当事業の売上高は87億2千7百万円(前年同期比29.9％増)、営業利益は15億2千1百万円(同153.5％

増)と大幅な増収増益となりました。 

 

(工作機械事業)

CNC自動旋盤では、欧州市場は、受注の回復傾向が続くなか自動車関連などの販売が好調で売上は大幅に増加

しましたが、米国市場は、主力の医療関連の販売の回復が遅れたことから、売上は減少しました。アジア市場

は、東南アジアで自動車関連の販売が低調だったものの、東アジアでは自動車、通信、医療関連の販売が好調に

推移し、売上は大幅に増加しました。国内市場は、自動車関連を中心に販売が好調に推移し、売上は大幅に増加

しました。 

以上の結果、当事業の売上高は238億2千1百万円(前年同期比32.3％増)、営業利益は35億5百万円(同60.6％増)

と大幅な増収増益となりました。 

なお、タイの生産拠点は、昨年６月までに部品加工から最終組立までの一貫生産体制が整いました。 

 

(精密部品事業)

時計部品は、腕時計メーカーの販売好調を受け、売上は大幅に増加しました。非時計部品は、海外において自

動車関連部品を中心にHDD部品、空調関連部品、医療関連部品などの販売が堅調に推移したため、売上は大幅に

増加しました。 

以上の結果、当事業の売上高は35億9千5百万円(前年同期比27.1％増)、営業利益は6億9百万円(同352.5％増)

と大幅な増収増益となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末は、資産は、たな卸資産や売上債権などが増加したことにより、前期末に比べ66億

5百万円増加し659億7百万円となりました。負債は、仕入債務などが増加したことにより、前期末に比べ37億6千7

百万円増加し173億7千1百万円となりました。純資産は、主に利益剰余金が増加したことにより、前期末に比べ28

億3千8百万円増加し485億3千6百万円となりました。

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成26年９月30日発表の業績予想を変更しておりません。
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２．四半期連結財務諸表

(1)四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年２月28日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年11月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 15,279,180 14,545,315 

受取手形及び売掛金 12,115,946 13,925,850 

有価証券 － 200,000 

商品及び製品 7,908,515 10,263,831 

仕掛品 2,886,617 3,481,847 

原材料及び貯蔵品 1,953,383 2,063,235 

繰延税金資産 167,167 174,671 

その他 1,040,916 2,608,706 

貸倒引当金 △118,895 △114,994 

流動資産合計 41,232,833 47,148,464 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 6,604,625 6,564,900 

機械装置及び運搬具（純額） 3,915,598 3,978,775 

工具、器具及び備品（純額） 706,932 820,478 

土地 2,980,350 3,002,016 

リース資産（純額） 65,426 56,331 

建設仮勘定 53,910 7,423 

有形固定資産合計 14,326,844 14,429,925 

無形固定資産    

その他 284,367 314,173 

無形固定資産合計 284,367 314,173 

投資その他の資産    

投資有価証券 3,002,737 3,284,967 

繰延税金資産 145,342 174,877 

その他 310,453 555,609 

貸倒引当金 △50 △57 

投資その他の資産合計 3,458,482 4,015,397 

固定資産合計 18,069,694 18,759,497 

資産合計 59,302,528 65,907,961 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年２月28日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年11月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 5,651,644 7,479,919 

電子記録債務 － 1,400,549 

短期借入金 2,000,000 2,000,000 

リース債務 26,263 20,053 

未払法人税等 440,628 417,501 

賞与引当金 786,140 568,501 

役員賞与引当金 － 70,000 

その他 4,175,921 4,924,226 

流動負債合計 13,080,598 16,880,751 

固定負債    

リース債務 41,382 38,947 

退職給付引当金 216,016 45,502 

その他 266,585 406,450 

固定負債合計 523,985 490,900 

負債合計 13,604,584 17,371,651 

純資産の部    

株主資本    

資本金 12,721,939 12,721,939 

資本剰余金 13,882,205 13,898,671 

利益剰余金 24,357,189 26,350,408 

自己株式 △4,688,326 △4,600,916 

株主資本合計 46,273,007 48,370,102 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 478,068 720,028 

為替換算調整勘定 △1,978,537 △1,474,260 

その他の包括利益累計額合計 △1,500,469 △754,232 

新株予約権 54,020 75,838 

少数株主持分 871,385 844,600 

純資産合計 45,697,944 48,536,309 

負債純資産合計 59,302,528 65,907,961 
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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３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成26年11月30日) 

売上高 29,806,384 36,143,871 

売上原価 19,191,196 22,084,405 

売上総利益 10,615,187 14,059,466 

販売費及び一般管理費 9,346,424 10,196,632 

営業利益 1,268,762 3,862,833 

営業外収益    

受取利息 105,511 107,794 

受取配当金 24,162 27,193 

為替差益 207,957 223,255 

受取賃貸料 59,290 80,325 

特許収入 19,632 15,515 

雑収入 157,131 102,194 

営業外収益合計 573,686 556,278 

営業外費用    

支払利息 9,344 9,741 

賃貸収入原価 23,336 31,672 

雑損失 337 6,326 

営業外費用合計 33,018 47,741 

経常利益 1,809,430 4,371,371 

特別利益    

固定資産売却益 2,986 4,109 

投資有価証券売却益 － 19,254 

特別配当金 94,815 － 

特別利益合計 97,801 23,363 

特別損失    

固定資産処分損 16,568 76,249 

特別損失合計 16,568 76,249 

税金等調整前四半期純利益 1,890,663 4,318,485 

法人税、住民税及び事業税 1,088,583 1,043,223 

法人税等調整額 △79,942 △325,477 

法人税等合計 1,008,640 717,745 

少数株主損益調整前四半期純利益 882,023 3,600,739 

少数株主利益 85,705 90,838 

四半期純利益 796,317 3,509,901 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成26年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 882,023 3,600,739 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 352,824 241,959 

為替換算調整勘定 2,817,195 515,385 

持分法適用会社に対する持分相当額 23,821 10,551 

その他の包括利益合計 3,193,842 767,897 

四半期包括利益 4,075,865 4,368,636 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 3,895,242 4,256,137 

少数株主に係る四半期包括利益 180,622 112,498 
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(3)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。
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