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1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年6月30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
親会社株主に帰属する四半

期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第1四半期 4,725 10.4 527 △6.0 636 23.8 416 △40.9
27年3月期第1四半期 4,279 26.4 561 389.0 514 114.4 704 368.5

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 316百万円 （32.4％） 27年3月期第1四半期 467百万円 （△54.9％）

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

28年3月期第1四半期 16.78 ―
27年3月期第1四半期 31.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第1四半期 29,712 19,923 64.7
27年3月期 29,524 19,848 64.7
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 19,223百万円 27年3月期 19,112百万円

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 

27年３月期期末配当金の内訳 普通配当６円00銭 記念配当２円00銭 

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

27年3月期 ― 4.00 ― 8.00 12.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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) 9,040 8.6 930 0.5 950 △17.3 610 △49.4 24.59
通期 18,360 13.3 2,000 16.1 2,010 △8.2 1,420 △39.0 57.23



(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 ： 無 

(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、この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
財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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）２ページ「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 28年3月期1Q 24,828,600 株 27年3月期 24,828,600 株

② 期末自己株式数 28年3月期1Q 17,944 株 27年3月期 17,944 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 24,810,656 株 27年3月期1Q 22,162,099 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１四半期連結累計期間における日本経済は、企業収益や雇用情勢の改善を背景に緩やかな回復基調が続き

ました。世界経済につきましては、米国経済は雇用情勢や個人消費の改善から回復基調が続き、欧州経済は金融

不安が残るものの持ち直しの動きが見られました。新興国経済は中国の成長鈍化やその他新興国の減速懸念もあ

り先行きが不透明な状態が続いております。

工業用ミシンにつきましては、繊維産業の集積地であった中国からその他のアジアや消費地に近い国々へ縫製

拠点を移転させる動きが依然として継続しており、アジア市場や中南米を含む米国市場での需要が堅調に推移い

たしました。自動車部品を中心とするダイカスト部品につきましては、需要が底堅く推移したことを受け順調に

推移いたしました。

このような環境のもとで、工業用ミシンにつきましては、市場変化やニーズに合わせた高級機の販売の強化に

努め、ダイカスト部品につきましては、品質の維持向上と増産に注力いたしました結果、当第１四半期連結累計

期間の売上高は47億25百万円（前年同四半期比10.4％増）となり、営業利益は5億27百万円（前年同四半期比6.0

％減）、経常利益は６億36百万円（前年同四半期比23.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は４億16百万

円（前年同四半期比40.9％減）となりました。

　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（工業用ミシン）

工業用ミシンにつきましては、縫製産地の流動化に応じた販売戦略に努めたほか、高級機需要への対応を行っ

た結果、売上高40億７百万円（前年同四半期比8.9％増）、営業利益７億９百万円（前年同四半期比0.1％減）とな

りました。

　
（ダイカスト部品）

ダイカスト部品につきましては、昨年開業したベトナム拠点での生産を拡大した結果、売上高７億17百万円

（前年同四半期比21.3％増）、営業利益93百万円（前年同四半期比17.1％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて２億70百万円増加し、218億４百万円となりました。これは、受取手形

及び売掛金が３億99百万円、原材料及び貯蔵品が２億25百万円それぞれ増加し、現金及び預金が２億52百万円減

少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて81百万円減少し、79億８百万円となりました。これは、有形固定資産

が１億７百万円減少したことなどによります。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて１億88百万円増加し、297億12百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて２億68百万円増加し、58億68百万円となりました。これは、支払手形

及び買掛金が３億66百万円増加し、短期借入金が２億39百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億54百万円減少し、39億20百万円となりました。これは、長期借入金

が１億36百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて１億13百万円増加し、97億88百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて75百万円増加し、199億23百万円となりました。これは、利益剰余金

が２億17百万円増加し、為替換算調整勘定が１億34百万円減少したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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

該当事項はありません。

（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）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本余剰金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計

上する方法に変更いたしました。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、

暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分類の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連

結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非

支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間

及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期

首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,576,313 7,323,336

受取手形及び売掛金 4,864,254 5,263,857

有価証券 121,111 122,541

商品及び製品 4,253,537 4,213,713

仕掛品 675,977 648,922

原材料及び貯蔵品 3,322,056 3,547,791

その他 873,665 836,042

貸倒引当金 △152,359 △151,607

流動資産合計 21,534,557 21,804,597

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,901,712 2,859,806

その他（純額） 3,530,248 3,464,603

有形固定資産合計 6,431,960 6,324,410

無形固定資産 746,585 739,603

投資その他の資産

退職給付に係る資産 40,003 49,257

その他 771,429 794,914

投資その他の資産合計 811,432 844,171

固定資産合計 7,989,978 7,908,185

資産合計 29,524,536 29,712,782

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,382,946 1,749,322

短期借入金 1,543,848 1,304,724

未払法人税等 608,858 661,502

賞与引当金 144,209 118,278

その他 1,920,777 2,034,894

流動負債合計 5,600,641 5,868,723

固定負債

社債 1,351,890 1,367,360

長期借入金 1,329,184 1,192,253

退職給付に係る負債 512,716 506,724

その他 881,262 853,809

固定負債合計 4,075,052 3,920,146

負債合計 9,675,693 9,788,869
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,255,553 2,255,553

資本剰余金 2,983,084 2,983,084

利益剰余金 10,342,844 10,560,626

自己株式 △5,350 △5,350

株主資本合計 15,576,131 15,793,913

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 105,878 126,858

為替換算調整勘定 3,437,206 3,303,002

退職給付に係る調整累計額 △6,670 △416

その他の包括利益累計額合計 3,536,414 3,429,444

非支配株主持分 736,295 700,555

純資産合計 19,848,842 19,923,913

負債純資産合計 29,524,536 29,712,782
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 4,279,218 4,725,495

売上原価 2,625,186 3,087,719

売上総利益 1,654,032 1,637,775

販売費及び一般管理費 1,092,990 1,110,334

営業利益 561,041 527,440

営業外収益

受取利息 25,812 24,171

受取配当金 3,055 3,824

為替差益 ― 61,614

不動産賃貸料 13,405 2,809

デリバティブ評価益 4,414 44,284

その他 2,671 4,589

営業外収益合計 49,359 141,293

営業外費用

支払利息 27,170 20,985

為替差損 57,772 ―

不動産賃貸費用 10,844 1,865

その他 65 9,126

営業外費用合計 95,853 31,977

経常利益 514,546 636,756

特別利益

固定資産売却益 500,260 518

特別利益合計 500,260 518

税金等調整前四半期純利益 1,014,807 637,275

法人税、住民税及び事業税 173,771 188,058

法人税等調整額 113,650 24,739

法人税等合計 287,421 212,798

四半期純利益 727,386 424,476

非支配株主に帰属する四半期純利益 23,136 8,209

親会社株主に帰属する四半期純利益 704,249 416,267
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 727,386 424,476

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,903 20,979

為替換算調整勘定 △284,960 △135,657

退職給付に係る調整額 20,896 6,253

その他の包括利益合計 △260,160 △108,424

四半期包括利益 467,225 316,052

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 457,186 309,296

非支配株主に係る四半期包括利益 10,038 6,755
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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）

当第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

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）

当第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

該当事項はありません。
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