
平成28年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成27年８月７日

上 場 会 社 名 日本コンベヤ株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6375 URL http://www.conveyor.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 吉川 勝博
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 石田 稔夫 (TEL) 072-872-2151
四半期報告書提出予定日 平成27年８月11日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
　

(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 1,928 2.6 △226 ― △205 ― △199 ―

27年３月期第１四半期 1,879 24.0 △79 ― △67 ― △102 ―
(注) 包括利益 28年３月期第１四半期 △129百万円( ―％) 27年３月期第１四半期 △59百万円( ―％)
　

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 △3.09 ―

27年３月期第１四半期 △1.57 ―
　

　

（２）連結財政状態

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 12,711 7,516 57.6

27年３月期 12,828 7,714 58.6
(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 7,325百万円 27年３月期 7,515百万円
　

　

　

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 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

28年３月期 0.00

28年３月期(予想) 0.00 0.00 1.00 1.00
(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、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

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 10,000 17.6 160 △46.2 200 △43.4 100 △52.4 1.54
(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)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―
　

期中における重要な子会社の異動に関する注記
　

（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
　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（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
　

会計方針の変更に関する注記
　

（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 65,561,955株 27年３月期 65,561,955株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ 895,157株 27年３月期 894,461株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 64,667,146株 27年３月期１Ｑ 65,110,772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きの対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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利用に当たって
の注意事項については、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。
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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経済は、賃金上昇や雇用情勢の改善により個人消費が堅調に推移し、企業の

設備投資も増勢が継続する中で、穏やかな回復基調で推移しました。海外においては、米国経済が底堅い動きを見

せているのに対し、資源安と米ドル高により中国をはじめとする新興国経済は成長鈍化が顕著になり、欧州経済も

ギリシャ情勢等の各種リスク要因が散見される状況にあります。

　このような環境下、当社グループでは、受注高は33億11百万円(前年同四半期比123.5％増)、コンベヤ設備の納入

は減少しましたが、立駐本体の新設納入や立駐のメンテナンス、太陽光発電システム関連の納入が堅調に推移した

ことにより、売上高は19億28百万円（前年同四半期比2.6％増）となりました。損益面につきましては、コスト削

減、経費の圧縮など徹底した合理化を推進しましたが、受注工事損失引当金を1億73百万円繰入たことにより、営業

損失は2億26百万円（前年同四半期営業損失79百万円)、経常損失は2億5百万円（前年同四半期経常損失67百万円）、

親会社株主に帰属する四半期純損失は1億99百万円（前年同四半期純損失1億2百万円）となりました。

セグメント別の状況

　セグメント別の状況は以下のとおりであります。

〔コンベヤ関連〕

　コンベヤ関連では、受注高は15億5百万円(前年同四半期比748.45％増）、売上高は国内製鉄所関連のコンベヤ設

備、保守部品の納入等により、6億80百万円(前年同四半期比30.0％減)、セグメント損失は75百万円(前年同四半期

利益24百万円)となりました。

〔立体駐車装置関連〕

　立体駐車装置関連では、受注高は16億6百万円(前年同四半期比35.0％増）、売上高は新設納入、メンテナンスとも

に堅調に推移したことにより10億90百万円(前年同四半期比37.6％増)、セグメント損失は43百万円(前年同四半期セ

グメント損失17百万円)となりました。

〔人材派遣関連〕

　人材派遣関連は、売上高は1億6百万円(前年同四半期比7.0％減)、セグメント利益は0.4百万円(前年同四半期比

87.0％減)となりました。

〔その他〕

　「その他」の区分は太陽光発電システム関連であり、受注高は92百万円、売上高は51百万円、セグメント損失は

0.4百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度と比較して117,580千円減少の127億11百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が4億93百万円、仕掛品が1億73百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が9億40

百万円減少したことによるものです。負債は、前連結会計年度と比較して80百万円増加の51億94百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金が1億45百万円減少しましたが、受注工事損失引当金が1億73百万円増加した

ことによるものです。純資産は、前連結会計年度と比較して1億97百万円減少の75億16百万円となりました。これは

主に、四半期純損失の計上及び配当金の支払いによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループをとりまく経済環境は、個人消費が堅調に推移し、企業の設備投資も増勢が継続する中で、穏やか

な回復基調で推移しており、状況の改善の兆しが見られます。それらの要因による業績の変動は現時点では想定で

きないことから、平成27年５月15日発表の当期の業績予想に変更はありません。
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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１四半期連結会計期間において、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 4,316,846 4,809,862

受取手形及び売掛金 3,557,477 2,617,087

有価証券 375,371 314,643

仕掛品 663,722 837,055

原材料及び貯蔵品 406,569 419,182

その他 633,664 701,240

貸倒引当金 △17,421 △12,499

流動資産合計 9,936,230 9,686,572

固定資産

有形固定資産 1,216,066 1,209,028

無形固定資産

のれん 58,690 44,017

その他 93,395 88,738

無形固定資産合計 152,085 132,755

投資その他の資産

投資有価証券 1,074,761 1,238,824

その他 500,430 496,502

貸倒引当金 △50,684 △52,375

投資その他の資産合計 1,524,507 1,682,952

固定資産合計 2,892,659 3,024,736

資産合計 12,828,889 12,711,309

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,824,353 1,679,260

短期借入金 315,920 317,920

未払法人税等 37,816 33,409

前受金 431,504 431,224

賞与引当金 100,463 35,593

完成工事補償引当金 68,856 59,800

工事損失引当金 513,300 687,200

その他 345,469 493,395

流動負債合計 3,637,682 3,737,802

固定負債

長期借入金 186,320 160,340

退職給付に係る負債 688,080 681,740

その他 602,094 614,457

固定負債合計 1,476,494 1,456,537

負債合計 5,114,177 5,194,340
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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 3,851,032 3,851,032

資本剰余金 1,289,109 1,289,109

利益剰余金 2,069,972 1,805,472

自己株式 △143,247 △143,400

株主資本合計 7,066,867 6,802,214

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 366,689 442,173

土地再評価差額金 81,507 81,507

その他の包括利益累計額合計 448,197 523,681

非支配株主持分 199,647 191,072

純資産合計 7,714,712 7,516,968

負債純資産合計 12,828,889 12,711,309
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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 1,879,384 1,928,629

売上原価 1,547,098 1,767,841

売上総利益 332,286 160,787

販売費及び一般管理費 411,958 387,360

営業損失（△） △79,671 △226,573

営業外収益

受取利息 384 400

受取配当金 14,144 13,259

有価証券売却益 8,770 8,901

為替差益 - 3,271

その他 2,155 3,798

営業外収益合計 25,455 29,632

営業外費用

支払利息 7,031 5,275

支払手数料 2,280 2,099

為替差損 2,538 -

その他 1,130 1,049

営業外費用合計 12,981 8,425

経常損失（△） △67,198 △205,366

税金等調整前四半期純損失（△） △67,198 △205,366

法人税等 40,959 △99

四半期純損失（△） △108,157 △205,267

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △6,000 △5,434

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △102,156 △199,832
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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)

四半期純損失（△） △108,157 △205,267

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 48,669 75,843

その他の包括利益合計 48,669 75,843

四半期包括利益 △59,487 △129,424

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △53,487 △124,348

非支配株主に係る四半期包括利益 △6,000 △5,075
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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）

　
Ⅰ 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)

１ 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

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

コンベヤ
関連

立体駐車
装置関連

人材派遣
関連

計

売上高

外部顧客への売上高 973,102 792,112 114,169 1,879,384 ― 1,879,384 ― 1,879,384

セグメント間の内部売上高
又は振替高

24,437 ― 18,319 42,756 ― 42,756 △42,756 ―

計 997,539 792,112 132,489 1,922,141 ― 1,922,141 △42,756 1,879,384

セグメント利益又は損失(△) 24,629 △17,146 3,358 10,842 ― 10,842 △90,513 △79,671

(注) １ 「その他」の区分に記載すべき報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。

２ セグメント利益の調整額△90,513千円は、各報告セグメントに配分していない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 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

Ⅱ 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)

１ 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

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

コンベヤ
関連

立体駐車
装置関連

人材派遣
関連

計

売上高

外部顧客への売上高 680,815 1,090,411 106,205 1,877,432 51,196 1,928,629 ― 1,928,629

セグメント間の内部売上
高又は振替高

241,181 ― 23,573 264,754 ― 264,754 △264,754 ―

計 921,997 1,090,411 129,778 2,142,187 51,196 2,193,383 △264,754 1,928,629

セグメント利益又は損失(△) △75,814 △43,942 435 △119,321 △4,530 △123,851 △102,722 △226,573

(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であり、太陽光発電システム関連であり

ます。

２ セグメント利益の調整額 △102,722千円は、各報告セグメントに配分していない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 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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４．補足情報

販売及び受注の状況

（１）販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

コンベヤ関連 680,815 △30.0

立体駐車装置関連 1,090,411 37.7

人材派遣関連 106,205 △7.0

その他 51,196 ―

合計 1,928,629 2.6

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。

　 ２．上記の金額には消費税等は含んでおりません。

　 ３．その他は「太陽光発電システム関連」であります。

（２）受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

コンベヤ関連 1,505,668 748.5 5,080,288 54.3

立体駐車装置関連 1,606,992 35.0 6,954,102 21.5

人材派遣関連 106,205 △7.0 ― ―

その他 92,299 ― 62,503 ―

合計 3,311,165 123.5 12,096,894 34.2

(注) １．上記の金額には消費税等は含んでおりません。

　 ２．その他は「太陽光発電システム関連」であります。
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