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(百万円未満切捨て)
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）

（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 9,458 4.2 371 194.1 351 282.7 145 －

27年３月期第１四半期 9,073 2.3 126 △73.3 91 △81.7 9 △97.3
(注) 包括利益 28年３月期第１四半期 320百万円( －％) 27年３月期第１四半期 △200百万円( －％)
　

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 6.63 －

27年３月期第１四半期 0.44 －
　

　

（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

28年３月期第１四半期 41,408 17,519 38.0 714.29

27年３月期 40,339 17,445 38.9 712.28
(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 15,725百万円 27年３月期 15,681百万円
　

　

　

２．配当の状況

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 － － － 10.00 10.00

28年３月期 －

28年３月期(予想) 3.00 － 7.00 10.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

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)

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) 19,600 5.2 450 27.1 350 1.7 150 1.6 6.81

通期 39,800 5.2 1,500 27.1 1,200 2.1 700 27.3 31.79
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項
　

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

　

（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

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
　

　

（４）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) 28年３月期１Ｑ 22,100,000株 27年３月期 22,100,000株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ 84,509株 27年３月期 84,409株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 22,015,541株 27年３月期１Ｑ 22,018,958株
　

　

※ 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。
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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きましては、米国経済は堅調なものの、中国における景気の減速傾向、タイ、イ

ンドネシアでの停滞感も見られ、世界経済全体は未だ不透明な状況にあります。

また、わが国経済におきましては、株高基調を背景に個人消費の持ち直しが見られ、緩やかな回復を維持してお

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、国内市場では軽自動車税増税の影響等もあり販売台数が

減少しており、また、海外市場では新興国で販売台数が減少する一方、米国では堅調に推移しております。

こうした状況の中、当社グループは新規品立上げを行うとともに、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１四半期連結累計期間の売上高は9,458百万円と前年同四半期に比べ385百万円（4.2%）の増

収となり、営業利益は371百万円と前年同四半期と比べ244百万円(194.1%)の増益、経常利益は351百万円と前年同四

半期と比べ259百万円(282.7%)の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は145百万円と前年同四半期と比べ136百

万円(1,421.8%)の増益となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①粉末冶金製品事業

自動車用部品につきましては、国内における売上は減少傾向ではありますが、米国および中国での無段変速機

用部品等、新規品の立上げなどで堅調に推移しました。また、鉄道車両用部品につきましては、新開発の新幹線

用ブレーキライニングを受注するなど売上高が増加しました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は9,027百万円と前年同四半期と比べ452百万円（5.3

％）の増収となり、セグメント利益（営業利益）につきましては674百万円と前年同四半期と比べ288百万円

（74.7％）の増益となりました。

②油圧機器製品事業

北米医療業界の景気低迷により、輸出が減少しました。その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高

は428百万円と前年同四半期と比べ67百万円（13.6％）の減収となり、セグメント利益（営業利益）につきまして

は、122百万円と前年同四半期と比べ29百万円（19.3％）の減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比558百万円増）等に

より、16,155百万円（前連結会計年度末比835百万円増）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303百万円増）、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145百万円増）等により、25,253百万円（前連結会計年度末比233百万円増）となりました。

以上により、資産合計は41,408百万円（前連結会計年度末比1,069百万円増）となりました。

　流動負債につきましては、短期借入金の増加（前連結会計年度末比652百万円増）及び賞与引当金の増加（前連会

計年度末比450百万円増）等により、15,931百万円（前連結会計年度末比901百万円増）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114百万円増）等により、7,957百万円（前連結会計年度末比

94百万円増）となりました。

この結果、負債合計は23,889百万円（前連結会計年度末比995百万円増）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74百万円減少、その他の包括利益累計額が118百万円増加

したことにより、非支配株主持分を除くと15,725百万円（自己資本比率38.0％）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

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

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

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「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

よる差額を資本剰余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額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 3,031,814 3,590,598

受取手形及び売掛金 7,966,331 8,031,218

電子記録債権 452,701 445,922

商品及び製品 562,067 616,423

仕掛品 1,347,135 1,320,721

原材料及び貯蔵品 1,255,434 1,280,716

繰延税金資産 415,104 501,837

その他 288,865 367,752

流動資産合計 15,319,455 16,155,191

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 12,324,263 12,386,939

減価償却累計額 △6,887,896 △6,980,609

建物及び構築物（純額） 5,436,366 5,406,329

機械装置及び運搬具 38,784,852 39,235,896

減価償却累計額 △30,050,893 △30,268,142

機械装置及び運搬具（純額） 8,733,958 8,967,753

工具、器具及び備品 5,983,263 6,208,035

減価償却累計額 △4,927,285 △5,059,786

工具、器具及び備品（純額） 1,055,978 1,148,248

土地 3,612,661 3,601,982

リース資産 1,343,962 1,387,140

減価償却累計額 △649,736 △685,980

リース資産（純額） 694,225 701,160

建設仮勘定 1,570,867 1,581,587

有形固定資産合計 21,104,058 21,407,062

無形固定資産

電話加入権 11,407 11,407

リース資産 116,968 105,048

その他 167,507 164,302

無形固定資産合計 295,883 280,758

投資その他の資産

投資有価証券 2,516,946 2,662,158

長期貸付金 20,574 18,804

繰延税金資産 920,270 748,578

その他 172,830 146,626

貸倒引当金 △10,265 △10,265

投資その他の資産合計 3,620,357 3,565,903

固定資産合計 25,020,299 25,253,724

資産合計 40,339,754 41,408,916
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,615,562 5,528,242

短期借入金 4,441,696 5,094,125

1年内返済予定の長期借入金 1,583,048 1,584,134

リース債務 190,808 195,386

未払法人税等 170,944 166,093

未払消費税等 401,121 220,227

未払費用 643,331 714,037

繰延税金負債 4,244 2,261

賞与引当金 870,008 1,320,211

役員賞与引当金 29,318 8,282

設備関係支払手形 376,716 406,076

その他 703,323 692,107

流動負債合計 15,030,123 15,931,187

固定負債

長期借入金 3,429,695 3,543,855

リース債務 754,107 742,673

役員退職慰労引当金 101,940 73,142

退職給付に係る負債 3,266,209 3,278,270

資産除去債務 307,788 314,869

その他 3,988 5,088

固定負債合計 7,863,729 7,957,899

負債合計 22,893,853 23,889,087

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 9,731,813 9,657,635

自己株式 △26,653 △26,687

株主資本合計 13,631,105 13,556,893

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,175,552 1,283,353

為替換算調整勘定 1,023,297 1,017,493

退職給付に係る調整累計額 △148,656 △132,207

その他の包括利益累計額合計 2,050,193 2,168,639

非支配株主持分 1,764,602 1,794,296

純資産合計 17,445,901 17,519,828

負債純資産合計 40,339,754 41,408,916
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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 9,073,510 9,458,604

売上原価 8,036,555 8,153,582

売上総利益 1,036,955 1,305,022

販売費及び一般管理費 910,728 933,817

営業利益 126,226 371,205

営業外収益

受取利息 2,023 2,850

受取配当金 21,801 14,940

作業くず売却収入 10,362 6,444

雑収入 18,641 18,732

営業外収益合計 52,828 42,968

営業外費用

支払利息 45,438 55,889

固定資産除却損 18,147 2,486

為替差損 2,074 1,953

雑支出 21,467 1,990

営業外費用合計 87,127 62,320

経常利益 91,927 351,853

税金等調整前四半期純利益 91,927 351,853

法人税等 94,484 168,613

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,557 183,240

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

△12,149 37,262

親会社株主に帰属する四半期純利益 9,592 145,978

決算短信 （宝印刷）  2015年08月05日 14時22分 6ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社ファインシンター(5994) 平成28年３月期 第１四半期決算短信

－ 7 －

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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,557 183,240

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 76,051 109,001

為替換算調整勘定 △281,307 12,001

退職給付に係る調整額 7,508 16,352

その他の包括利益合計 △197,746 137,355

四半期包括利益 △200,303 320,595

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △107,495 265,624

非支配株主に係る四半期包括利益 △92,808 54,970
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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。

（セグメント情報等）

　１.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)

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 8,574,657 495,580 9,070,238 3,272 9,073,510 ― 9,073,510

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 8,574,657 495,580 9,070,238 3,272 9,073,510 ― 9,073,510

セグメント利益 385,848 152,324 538,172 999 539,172 △412,945 126,226

(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△412,945千円は、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)

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 9,027,444 428,414 9,455,858 2,746 9,458,604 ― 9,458,604

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 9,027,444 428,414 9,455,858 2,746 9,458,604 ― 9,458,604

セグメント利益 674,056 122,912 796,969 741 797,710 △426,505 371,205

(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△426,505千円は、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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