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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年12月31日）

(2) 連結財政状態

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年3月期第3四半期 28,181 3.4 553 △26.1 584 △28.3 256 △50.9
26年3月期第3四半期 27,250 3.1 749 △31.5 814 △28.1 522 △31.6

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 1,551百万円 （14.6％） 26年3月期第3四半期 1,353百万円 （53.9％）

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

27年3月期第3四半期 11.65 ―
26年3月期第3四半期 23.71 ―

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

27年3月期第3四半期 41,016 17,028 37.3 695.31
26年3月期 38,066 15,842 37.6 649.95
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 15,307百万円 26年3月期 14,311百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

26年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
27年3月期 ― ― ―
27年3月期（予想） 10.00 10.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

売上高 営業利益 経常利益 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 37,700 2.4 1,000 △18.3 1,000 △19.7 430 △40.1 19.53



(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 ： 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半
期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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。業績予想の前提となる条件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、四半期
決算短信【添付資料】P.２「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。

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期3Q 22,100,000 株 26年3月期 22,100,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 83,990 株 26年3月期 81,042 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 22,017,468 株 26年3月期3Q 22,021,997 株
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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きましては、米国を中心に景気の拡大が堅調に推移しておりますが、タイの政情

不安や新興国の景気減速など、世界経済全体は未だ不透明な状況にあります。

　また、わが国経済は、円安などを背景として、輸出関連企業を中心に緩やかな景気回復が見込まれております。

当社製品の主要市場である自動車産業におきましては、国内市場では消費税増税などの影響による反動減が続い

ておりますが、米国や中国での販売は順調に推移しております。

こうした状況の中、当社グループは、生産体制の最適化や原価改善活動に取り組んでまいりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は28,181百万円と前年同四半期に比べ930百万円（3.4%）の増

収となり、営業利益は553百万円と前年同四半期と比べ195百万円(26.1%)の減益、経常利益は584百万円と前年同四

半期と比べ230百万円(28.3%)の減益、四半期純利益は256百万円と前年同四半期と比べ265百万円(50.9%)の減益とな

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における流動資産は、受取手形及び売掛金の増加（前連結会計年度末比380百万円

増）等により、15,848百万円（前連結会計年度末比244百万円増）となりました。固定資産につきましては、設備増

強等による有形固定資産の増加（前連結会計年度末比2,326百万円増）、株価の上昇による投資有価証券の評価額の

増加（前連結会計年度末比418百万円増）等により、25,167百万円（前連結会計年度末比2,705百万円増）となりま

した。

以上により、資産合計は41,016百万円（前連結会計年度末比2,949百万円増）となりました。

流動負債につきましては、１年内返済予定の長期借入金の増加（前連結会計年度末比585百万円増）等により、

15,730百万円（前連結会計年度末比463百万円増）となりました。固定負債につきましては長期借入金の増加（前連

結会計年度末比1,331百万円増）等により、8,257百万円（前連結会計年度末比1,300百万円増）となりました。

この結果、負債合計は23,987百万円（前連結会計年度末比1,763百万円増）となりました。

純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が70百万円減少、その他の包括利益累計額が1,068百万円増

加したことにより、少数株主持分を除くと15,307百万円（自己資本比率37.3％）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

通期の業績予想につきましては、平成26年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正しております。詳

細につきましては、本日（平成27年２月５日）公表いたしました「通期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．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号平成24年５月17日。以下「退職給付適用

指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１

四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、計算に用いる割引率を従業員の

平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反

映した単一の加重平均割引率に変更しております。

なお、この変更に伴う期首の利益剰余金及び損益に与える影響はありません。

（４）追加情報

連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日の海外子会社は、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っていましたが、タイファインシンター㈱、アメリカンファイ

ンシンター㈱は第１四半期連結会計期間より決算日を12月31日から３月31日に変更し、精密焼結合金(無錫)有限公

司、ファインシンターインドネシア㈱は連結決算日において仮決算を実施した上で連結することに変更しています。

これらの変更に伴い、平成26年１月１日から平成26年３月31日までの３ヶ月の損益については、利益剰余金に計

上しています。
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３．四半期連結財務諸表

（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３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,467,784 3,204,218

受取手形及び売掛金 7,937,640 8,318,162

電子記録債権 434,153 440,419

商品及び製品 539,679 573,636

仕掛品 1,270,879 1,279,241

原材料及び貯蔵品 1,100,835 1,239,976

繰延税金資産 450,267 432,156

その他 403,510 361,127

流動資産合計 15,604,749 15,848,940

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,482,675 12,305,325

減価償却累計額 △6,383,834 △6,791,807

建物及び構築物（純額） 5,098,841 5,513,517

機械装置及び運搬具 34,299,575 38,740,140

減価償却累計額 △28,334,229 △29,947,170

機械装置及び運搬具（純額） 5,965,345 8,792,970

工具、器具及び備品 6,414,139 7,247,975

減価償却累計額 △5,453,934 △6,098,165

工具、器具及び備品（純額） 960,205 1,149,810

土地 3,538,235 3,606,474

リース資産 1,156,391 1,322,467

減価償却累計額 △484,255 △624,634

リース資産（純額） 672,136 697,833

建設仮勘定 2,674,750 1,475,002

有形固定資産合計 18,909,513 21,235,607

無形固定資産

電話加入権 11,407 11,407

リース資産 131,286 122,351

その他 130,498 131,623

無形固定資産合計 273,192 265,382

投資その他の資産

投資有価証券 2,005,623 2,424,593

長期貸付金 37,027 19,444

繰延税金資産 1,114,419 1,055,719

その他 131,995 176,633

貸倒引当金 △10,265 △10,265

投資その他の資産合計 3,278,801 3,666,126

固定資産合計 22,461,507 25,167,116

資産合計 38,066,257 41,016,056
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,047,453 6,032,557

短期借入金 4,451,358 4,996,479

1年内返済予定の長期借入金 1,081,731 1,667,573

リース債務 166,159 186,739

未払法人税等 292,637 99,056

未払消費税等 22,936 319,467

未払費用 497,214 762,971

賞与引当金 818,436 407,202

役員賞与引当金 32,118 23,606

設備関係支払手形 894,695 391,089

その他 962,308 843,340

流動負債合計 15,267,049 15,730,083

固定負債

長期借入金 2,314,177 3,645,252

リース債務 769,828 769,236

役員退職慰労引当金 95,573 96,848

退職給付に係る負債 3,409,206 3,366,790

資産除去債務 297,834 306,582

その他 70,513 72,608

固定負債合計 6,957,133 8,257,318

負債合計 22,224,182 23,987,402

純資産の部

株主資本

資本金 2,203,000 2,203,000

資本剰余金 1,722,945 1,722,945

利益剰余金 9,509,365 9,438,598

自己株式 △25,505 △26,505

株主資本合計 13,409,805 13,338,038

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 802,600 1,060,692

為替換算調整勘定 302,603 1,090,501

退職給付に係る調整累計額 △203,876 △181,349

その他の包括利益累計額合計 901,326 1,969,844

少数株主持分 1,530,942 1,720,771

純資産合計 15,842,074 17,028,654

負債純資産合計 38,066,257 41,016,056
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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４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 27,250,734 28,181,399

売上原価 23,762,954 24,826,937

売上総利益 3,487,780 3,354,461

販売費及び一般管理費 2,738,642 2,801,101

営業利益 749,137 553,359

営業外収益

受取利息 13,940 6,444

受取配当金 40,223 49,107

為替差益 68,424 100,081

作業くず売却収入 36,679 31,461

雑収入 86,446 51,254

営業外収益合計 245,714 238,350

営業外費用

支払利息 97,518 155,316

固定資産除却損 48,082 20,662

雑支出 34,594 31,432

営業外費用合計 180,195 207,411

経常利益 814,655 584,298

税金等調整前四半期純利益 814,655 584,298

法人税等 259,379 278,654

少数株主損益調整前四半期純利益 555,276 305,644

少数株主利益 33,098 49,126

四半期純利益 522,177 256,518
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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４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 555,276 305,644

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 265,899 258,092

為替換算調整勘定 531,938 964,754

退職給付に係る調整額 － 22,526

その他の包括利益合計 797,838 1,245,373

四半期包括利益 1,353,114 1,551,017

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,138,541 1,325,207

少数株主に係る四半期包括利益 214,572 225,810
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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）

第１四半期連結会計期間より、海外子会社であるタイファインシンター㈱、アメリカンファインシンター㈱は決

算日を12月31日から３月31日に変更し、精密焼結合金(無錫)有限公司、ファインシンターインドネシア㈱は連結決

算日において仮決算を実施した上で連結することに変更しています。これらの変更に伴い、当第３四半期連結累計

期間において、利益剰余金が107,095千円減少し、当第３四半期連結会計期間末において利益剰余金が9,438,598千

円となっております。
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（セグメント情報等）

１.前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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：千円)

　

報告セグメント
その他
（注１）

総合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

粉末冶金
製品事業

油圧機器
製品事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 25,792,690 1,452,967 27,245,657 5,077 27,250,734 ― 27,250,734

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 25,792,690 1,452,967 27,245,657 5,077 27,250,734 ― 27,250,734

セグメント利益 1,417,198 435,440 1,852,639 △805 1,851,834 △1,102,696 749,137

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり、発電および売電に関する事業で

す。

２ セグメント利益の調整額△1,102,696千円は、全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

３ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２.当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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：千円)

　

報告セグメント
その他
（注１）

総合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

粉末冶金
製品事業

油圧機器
製品事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 26,672,006 1,502,181 28,174,187 7,211 28,181,399 ― 28,181,399

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 26,672,006 1,502,181 28,174,187 7,211 28,181,399 ― 28,181,399

セグメント利益 1,370,967 437,592 1,808,560 392 1,808,952 △1,255,592 553,359

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり、発電および売電に関する事業で

す。

２ セグメント利益の調整額△1,255,592千円は、全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

３ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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