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1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年12月31日） 

（注）当社は平成27年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しました。当該株式併合を前連結会計年度の期首に実施し
たと仮定し、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は平成27年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しました。当該株式併合を前連結会計年度の期首に実施し
たと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。  

(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3四半期 14,517 △33.7 492 △36.0 491 △38.7 337 △42.8
27年3月期第3四半期 21,904 7.3 769 17.4 801 14.0 589 △4.0

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 167百万円 （△92.1％） 27年3月期第3四半期 2,120百万円 （54.0％）

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3四半期 82.42 81.81
27年3月期第3四半期 142.46 141.59

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3四半期 17,256 6,987 40.3 1,701.57
27年3月期 16,554 7,032 42.3 1,692.93
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 6,950百万円 27年3月期 7,002百万円

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 

（注）当社は平成27年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しました。平成28年３月期（予想）の１株当たり期末配当金
につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。 

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 ― ― ― 3.00 3.00
28年3月期 ― ― ―
28年3月期（予想） 35.00 35.00

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、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 
 当社は平成27年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しました。平成28年３月期通期の業績予想における１株当た
り当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。 

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 19,200 △34.9 600 △44.5 600 △39.6 480 △10.3 117.16



(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） 

（注）当社は平成27年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しました。当該株式併合を前連結会計年度の期首に
実施したと仮定し、期末発行株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

※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の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
際の業務等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※ 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3Q 4,153,370 株 27年3月期 4,153,370 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 68,691 株 27年3月期 16,816 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 4,097,028 株 27年3月期3Q 4,141,466 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ける経済環境は、海外では、中国を中心とした新興国経済の失速、原油の大幅

下落、中東における地政学的リスクの高まりなど不安定要素が増してきましたが、米国及び欧州は好調だったこ

とから、全体的には底堅い推移となりました。国内では、新興国減速の影響を受けるなど、景気回復は緩やかな

ものとなりました。当社が関連する分野では、自動車市場は、国内及び中国を含むアジアでは先行き不透明な状

態が続いておりますが、北米と欧州では堅調に推移しました。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、主に平成27年３月31日に第一化成ホールディングス株式会社の全株式

を売却しプラスチック事業の大部分が連結対象から除外されたことにより、前年同四半期比33.7％減の145億17百

万円となり、営業利益も同様の理由により、前年同四半期比36.0％減の４億92百万円となりました。経常利益は、

前年同四半期比38.7％減の４億91百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期比

42.8％減の３億37百万円となりました。

セグメントの業績は以下のとおりであります。なお、プラスチック事業は、平成27年３月31日の第一化成ホー

ルディングス株式会社の全株式売却によって重要性が低下したため、第１四半期連結累計期間より精密ばね事業

に統合いたしました。一方、重要性の高い海外事業を含めた地域別管理体制を強化したため、第１四半期連結累

計期間より所在地別セグメントを報告セグメントとすることにいたしました。

なお、前年同四半期との比較は、当第３四半期連結累計期間において用いた報告セグメントのベースで行って

おります。

〔日本〕

プラスチック事業の大部分が連結対象外となったほか、OA機器向けの減少ならびに固定費が増加したことな

どにより、売上高は前年同四半期比42.7％減の57億15百万円、セグメント損失は２億68百万円となりました。

〔米州〕

自動車向けが好調に推移したほか、インフラ向けが増加しました。これらの結果、売上高は前年同四半期比

25.0％増の16億5百万円、セグメント利益は同81.1％増の47百万円となりました。

〔欧州〕

医療向けが高水準を維持したほか、航空機向けが増加しました。これらの結果、売上高は前年同四半期比

17.5％増の17億57百万円、セグメント利益は同25.3％増の２億19百万円となりました。

〔アジア〕

プラスチック事業の大部分が連結対象外となったことにより、売上高は前年同四半期比40.6％減の54億38百

万円、セグメント利益は同16.0％減の５億４百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ７億１百万円増加し、172億56百万円

となりました。

資産の部においては、流動資産合計額が２億64百万円減少し、100億40百万円となりました。主な理由は、現金

及び預金が58百万円、受取手形及び売掛金が２億33百万円及び棚卸資産が34百万円それぞれ減少したことにより

ます。また、固定資産合計額は９億66百万円増加し72億16百万円となりました。設備投資の増加により有形固定

資産が８億11百万円増加し、無形固定資産が38百万円増加しました。

負債の部においては、負債合計額は102億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億46百万円増加しまし

た。主な理由は、支払手形及び買掛金が１億69百万円減少しましたが、借入金が10億69百万円増加したことによ

ります。

純資産の部においては、純資産合計額が69億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ44百万円減少しました。
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主な理由は、親会社株主に帰属する四半期純利益が３億37百万円発生しましたが、円高により為替換算調整勘定

が２億４百万円減少したこと及び自己株式の取得等により93百万円発生したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成27年５月12日に公表しました予想数値を修正しており

ます。詳細につきましては、本日公表の「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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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

　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

（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）、「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）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）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、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３四半期連結累計期間

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。
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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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,485,433 3,427,062

受取手形及び売掛金 4,474,470 4,241,289

商品及び製品 1,062,636 1,039,841

仕掛品 429,068 449,232

原材料及び貯蔵品 667,793 635,444

繰延税金資産 3,618 －

その他 194,548 259,100

貸倒引当金 △12,751 △11,869

流動資産合計 10,304,818 10,040,101

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,105,555 1,022,953

機械装置及び運搬具（純額） 2,104,815 2,093,178

土地 1,015,779 1,032,430

その他（純額） 922,225 1,811,478

有形固定資産合計 5,148,376 5,960,040

無形固定資産 238,265 276,937

投資その他の資産 863,299 979,023

固定資産合計 6,249,941 7,216,002

資産合計 16,554,760 17,256,103

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,514,598 2,345,097

短期借入金 641,629 1,269,979

1年内返済予定の長期借入金 1,041,421 1,253,318

未払法人税等 135,626 122,933

賞与引当金 143,069 83,185

災害損失引当金 105,000 104,506

その他 1,038,467 1,037,546

流動負債合計 5,619,813 6,216,567

固定負債

長期借入金 2,255,918 2,485,636

繰延税金負債 158,395 197,114

環境対策引当金 3,000 3,000

退職給付に係る負債 1,255,778 1,200,044

資産除去債務 39,145 39,181

その他 189,953 126,734

固定負債合計 3,902,191 4,051,710

負債合計 9,522,004 10,268,277
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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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 256,811 256,717

利益剰余金 5,241,616 5,452,665

自己株式 △24,941 △118,155

株主資本合計 6,473,486 6,591,226

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 125,814 140,210

為替換算調整勘定 570,381 366,357

退職給付に係る調整累計額 △166,805 △147,446

その他の包括利益累計額合計 529,389 359,121

新株予約権 29,879 37,477

純資産合計 7,032,755 6,987,825

負債純資産合計 16,554,760 17,256,103
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 21,904,814 14,517,298

売上原価 16,986,441 10,603,457

売上総利益 4,918,373 3,913,840

販売費及び一般管理費 4,148,923 3,421,557

営業利益 769,450 492,283

営業外収益

受取利息 14,369 12,993

受取配当金 3,275 4,521

受取賃貸料 95,367 60,742

為替差益 236,671 －

その他 84,226 32,658

営業外収益合計 433,911 110,915

営業外費用

支払利息 116,548 40,185

持分法による投資損失 172,173 －

為替差損 － 39,629

その他 112,748 31,515

営業外費用合計 401,470 111,330

経常利益 801,890 491,869

特別利益

固定資産売却益 973 3,850

関係会社株式売却益 154,623 －

その他 20 －

特別利益合計 155,617 3,850

特別損失

固定資産売却損 1,585 824

固定資産処分損 3,570 3,851

投資有価証券売却損 － 8

関係会社整理損失引当金繰入額 182 7,420

事業再編損 37,050 －

特別損失合計 42,388 12,103

税金等調整前四半期純利益 915,119 483,616

法人税、住民税及び事業税 184,390 136,320

法人税等調整額 7,972 9,623

法人税等合計 192,362 145,943

四半期純利益 722,756 337,672

非支配株主に帰属する四半期純利益 132,769 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 589,987 337,672
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 722,756 337,672

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 42,586 14,395

為替換算調整勘定 1,109,136 △204,023

退職給付に係る調整額 229,316 19,359

持分法適用会社に対する持分相当額 16,812 －

その他の包括利益合計 1,397,851 △170,268

四半期包括利益 2,120,608 167,404

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,878,563 167,404

非支配株主に係る四半期包括利益 242,044 －
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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）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第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)

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)

日本 米州 欧州 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 9,966,573 1,284,861 1,495,271 9,158,108 21,904,814

セグメント間の内部売上高
又は振替高

743,320 ― 26,731 617,170 1,387,222

計 10,709,893 1,284,861 1,522,003 9,775,278 23,292,037

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

△50,662 26,351 175,585 600,695 751,970

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 751,970

セグメント間取引消去 17,479

四半期連結損益計算書の営業利益 769,450

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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)

日本 米州 欧州 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 5,715,633 1,605,457 1,757,482 5,438,724 14,517,298

セグメント間の内部売上高
又は振替高

401,668 ― 37,483 147,671 586,822

計 6,117,302 1,605,457 1,794,965 5,586,395 15,104,121

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

△268,618 47,723 219,946 504,298 503,350

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 503,350

セグメント間取引消去 △11,067

四半期連結損益計算書の営業利益 492,283

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

４．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間から、報告セグメントとして記載するセグメントを変更しております。前連結会計年

度までは、精密ばね事業、プラスチック事業で記載していましたが、主として、プラスチック事業を行っていた

当社の子会社第一化成ホールディングス株式会社の全株式を平成27年３月31日に売却したことにより、プラスチ

ック事業としての重要性が低下しました。一方、重要性の高い海外事業を含めた地域別管理体制を強化したため、

第１四半期連結会計期間より報告セグメントを「日本」、「米州」、「欧州」及び「アジア」に変更しております。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第３四半期連結累計期間において用いた報告セグメ

ントに基づき作成しております。
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