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(百万円未満切捨て)
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）

（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 9,167 1.4 433 146.8 535 79.2 259 101.0

27年３月期第３四半期 9,038 11.4 175 404.6 298 115.6 128 －
(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 155百万円(△31.2％) 27年３月期第３四半期 225百万円(△38.5％)
　

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 11.57 －

27年３月期第３四半期 5.76 －
　

　

（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３四半期 21,156 12,945 59.2

27年３月期 20,935 12,911 59.6
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 12,531百万円 27年３月期 12,468百万円
　

　　

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 － 2.50 － 2.50 5.00

28年３月期 － 2.00 －

28年３月期(予想) 3.00 5.00
(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 13,800 7.0 600 67.3 600 20.4 300 17.3 13.39
(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）
　

　

（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

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３Ｑ 26,180,000株 27年３月期 26,180,000株

② 期末自己株式数 28年３月期３Ｑ 3,775,793株 27年３月期 3,775,760株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期３Ｑ 22,404,226株 27年３月期３Ｑ 22,404,373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の対象外でありますが、この四半期決算短信開示
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きを受けております。

※ 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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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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わが国経済は、円安基調の継続に伴い輸出関連企業が好調な業績となる等、

緩やかな回復基調で推移したものの、中国経済の減速懸念等を背景に先行き不透明な状況となりつつあります。

このような経営環境の下、当企業グループは、当連結会計年度を初年度とする３ヵ年の中期経営計画「ADVANCE

2018」において、「販路(市場)拡大」「販管費率の改善」「システムビジネスの改革」の基本方針を示し、業績の向

上による、継続的成長を果たす一方、厳しい経済環境下に左右されにくい経営基盤の構築と、グローバル市場での

競争力強化に向けた諸施策を積極的に推進しております。

当第３四半期連結累計期間の受注高は9,740百万円で前年同四半期に比べ0.8%の減少、売上高は9,167百万円で前

年同四半期に比べ1.4%の増収、利益面では、営業利益は433百万円（前年同四半期比146.8%増）、経常利益は535百

万円（前年同四半期比79.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は259百万円（前年同四半期比101.0%増）と

なりました。

事業部門別の状況については、次のとおりであります。

(センサ部門)

国内での関連する設備投資は概ね横ばいで推移しており、受注高は前年同四半期比1.9%減の5,382百万円、売

上高は前年同四半期比3.4%増の5,253百万円となりました。

(システム部門)

受注高は国内案件が中心で、前年同四半期比3.4%増の2,407百万円となりました。売上高は前連結会計年度に

受注した海外大口案件及び国内案件等の売上により、前年同四半期比1.3%増の2,009百万円となりました。

(サービス部門)

顧客からのメンテナンス依頼は若干減少して、受注高は前年同四半期比2.3%減の1,938百万円、売上高は前年

同四半期比3.3%減の1,892百万円となりました。

(その他の部門)

受注高、売上高共に前年同四半期比19.0%減の12百万円となりました。

（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資産合計は、前連結会計年度末に比べ221百万円増加し、21,156百万円と

なりました。流動資産は前連結会計年度末に比べ287百万円増加し、11,624百万円となりました。これは主に、受

取手形及び売掛金が140百万円減少しましたが、商品及び製品が161百万円、仕掛品が110百万円増加したことによ

るものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ66百万円減少し、9,532百万円となりました。これは主

に、有形固定資産が36百万円増加しましたが、投資その他の資産が93百万円減少したことによるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ188百万円増加し、8,211百万円と

なりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ195百万円減少し、4,299百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が191百万円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ383百万

円増加し、3,911百万円となりました。これは主に、長期借入金が343百万円増加したことによるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ33百万円増加し、12,945百万円と

なりました。これは主に、利益剰余金が150百万円が増加し、為替換算調整勘定が74百万円減少したことによるも

のであります。

　
（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月期の通期業績予想につきましては、平成27年５月12日に公表いたしました業績予想に変更はござい

ません。

なお、業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績は今後

の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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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、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、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。

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、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３四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 3,021,845 3,092,087

受取手形及び売掛金 6,090,373 5,950,042

商品及び製品 449,026 610,189

仕掛品 288,187 398,250

原材料及び貯蔵品 1,153,574 1,237,511

その他 347,709 348,749

貸倒引当金 △14,312 △12,501

流動資産合計 11,336,404 11,624,330

固定資産

有形固定資産

土地 5,579,617 5,579,065

その他（純額） 1,977,884 2,014,979

有形固定資産合計 7,557,502 7,594,045

無形固定資産 125,300 115,833

投資その他の資産

その他 1,926,201 1,832,779

貸倒引当金 △10,110 △10,110

投資その他の資産合計 1,916,091 1,822,669

固定資産合計 9,598,894 9,532,548

資産合計 20,935,298 21,156,878
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,867,935 1,676,629

短期借入金 1,453,706 1,417,219

未払法人税等 107,721 87,941

賞与引当金 271,465 136,756

損害賠償損失引当金 36,500 －

その他 758,016 981,385

流動負債合計 4,495,345 4,299,932

固定負債

長期借入金 397,394 740,748

再評価に係る繰延税金負債 1,598,728 1,594,774

役員退職慰労引当金 27,598 10,933

環境対策引当金 13,801 14,125

製品回収関連損失引当金 － 35,917

退職給付に係る負債 1,070,466 1,127,665

資産除去債務 21,812 21,838

その他 398,424 365,661

固定負債合計 3,528,225 3,911,663

負債合計 8,023,570 8,211,595

純資産の部

株主資本

資本金 2,200,000 2,200,000

資本剰余金 2,124,989 2,124,989

利益剰余金 4,649,473 4,800,242

自己株式 △402,924 △402,932

株主資本合計 8,571,538 8,722,299

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 213,298 177,136

土地再評価差額金 3,270,468 3,274,422

為替換算調整勘定 550,324 475,717

退職給付に係る調整累計額 △136,978 △117,911

その他の包括利益累計額合計 3,897,112 3,809,365

非支配株主持分 443,075 413,617

純資産合計 12,911,727 12,945,282

負債純資産合計 20,935,298 21,156,878
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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 9,038,172 9,167,837

売上原価 6,027,397 5,904,999

売上総利益 3,010,775 3,262,838

販売費及び一般管理費 2,834,992 2,829,044

営業利益 175,782 433,794

営業外収益

受取利息 6,237 8,916

受取配当金 10,590 10,891

受取賃貸料 8,903 8,805

為替差益 92,506 79,753

保険返戻金 13,703 17,784

その他 14,793 28,051

営業外収益合計 146,736 154,202

営業外費用

支払利息 18,693 20,052

持分法による投資損失 343 28,400

その他 4,548 3,826

営業外費用合計 23,584 52,279

経常利益 298,933 535,717

特別利益

固定資産売却益 219 54

関係会社出資金売却益 － 3,156

損害賠償損失引当金戻入額 － 16,300

特別利益合計 219 19,510

特別損失

固定資産売却損 15 204

有形固定資産除却損 2,247 1,212

関係会社株式評価損 1,554 －

リース解約損 5,570 －

製品回収関連損失引当金繰入 － 68,246

営業所建替関連損失 － 3,888

環境対策引当金繰入額 － 324

特別損失合計 9,387 73,874

税金等調整前四半期純利益 289,765 481,352

法人税、住民税及び事業税 107,792 172,087

法人税等調整額 30,596 41,192

法人税等合計 138,388 213,279

四半期純利益 151,376 268,073

非支配株主に帰属する四半期純利益 22,414 8,849

親会社株主に帰属する四半期純利益 128,961 259,223
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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 151,376 268,073

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,330 △36,162

繰延ヘッジ損益 342 －

土地再評価差額金 － 3,954

為替換算調整勘定 59,107 △99,975

退職給付に係る調整額 20,863 19,066

持分法適用会社に対する持分相当額 29 83

その他の包括利益合計 74,012 △113,032

四半期包括利益 225,389 155,040

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 192,792 171,476

非支配株主に係る四半期包括利益 32,596 △16,435
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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）

該当事項はありません。
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