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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国内経済は、企業収益の改善に伴う雇用環境や所得環境の改善が続く中

で、景気は緩やかな回復基調が続いております。しかしながら、海外景気の不透明さは、引き続き国内の景気を

下押しするリスクとなっております。 

当社グループが属する太陽電池業界におきましては、中国・米国・日本等を中心に太陽電池の設置需要は世界

的に増加しております。そのため、当社の顧客である太陽電池メーカーの工場稼働率は高い水準を維持してお

り、生産能力を向上させるための既設装置のアップグレードや、新規装置の設置に踏み切る動きが見られます。

また、国内においては、太陽光パネルの設置後に不具合が発覚する事例が増加していることから、太陽光発電シ

ステムのメンテナンスに対する意識がより一層向上しております。 

そのような状況下、装置関連事業における大型ライン案件は、顧客の仕様の確定に想定よりも時間がかかり、

これに伴って装置の製作開始時期も当初の予定よりも後ろ倒しになったため、売上計上時期は今期第４四半期か

らとなる見込みです。また、受託加工事業における新規大型契約についても、当初の予定よりも本生産までの準

備期間が長くなり、売上計上時期は同じく第４四半期からとなる見込みです。このように、今期売上計画に大き

な影響を与える２つの案件が第４四半期に集中することから、第３四半期までの業績は低調に推移しました。そ

のため、当第３四半期連結累計期間の売上高は873百万円（前年同四半期比12.1％）、営業損失は438百万円（前

年同四半期は431百万円の営業利益）となりました。 

なお、受託加工設備の減価償却費や支払利息等で営業外費用が発生した一方で、非連結子会社であるNPC-Meier

社に対する引当金の戻入や、為替差益等による営業外収益が発生したことで、経常損失は499百万円（前年同四半

期は316百万円の経常利益）となりました。また、旧本社の土地・建物の売却に伴い発生した96百万円の特別利益

により損失額が縮小され、親会社株主に帰属する四半期純損失は409百万円（前年同四半期は471百万円の親会社

株主に帰属する四半期純利益）となりました。 

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①装置関連事業 

装置関連事業においては、第４四半期から来期にかけて売上計上予定の大型ライン案件の製造に注力していた

ことや、太陽光パネルの検査装置の販売が低水準となったこと等により、売上高は857百万円（前年同四半期比

45.9％）、営業損失は37百万円（前年同四半期は493百万円の営業利益）となりました。 

 

②受託加工事業 

受託加工事業においては、新規大型契約の本生産開始時期が当初予定よりも遅れたため、売上高は15百万円

（前年同四半期比0.3%）、営業損失は78百万円（前年同四半期は217百万円の営業利益）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につきましては9,444百万円となり、前連結会計年度末に比べ639

百万円減少しました。主な要因は以下のとおりであります。 

（資産） 

流動資産につきましては3,972百万円となり、前連結会計年度末に比べ402百万円の減少となりました。これ

は主として、仕掛品の増加1,255百万円があった一方で、現金及び預金の減少990百万円、受取手形及び売掛金

の減少694百万円があったことによるものであります。固定資産につきましては5,471百万円となり、前連結会

計年度末に比べ236百万円の減少となりました。これは主として、建設仮勘定の増加110百万円があった一方

で、建物及び構築物（純額）の減少149百万円、土地の減少145百万円、リース資産（純額）の減少44百万円が

あったことによるものであります。 

（負債） 

負債につきましては4,615百万円となり、前連結会計年度末に比べ186百万円の減少となりました。流動負債

につきましては4,370百万円となり、前連結会計年度末に比べ135百万円の減少となりました。これは主とし

て、支払手形及び買掛金の増加524百万円、前受金の増加156百万円があった一方で、短期借入金の減少500百

万円、１年内返済予定の長期借入金の減少161百万円、関係会社整理損失引当金の減少43百万円、流動負債そ

の他の減少94百万円があったことによるものであります。固定負債につきましては、245百万円となり、前連

結会計年度末に比べ50百万円の減少となりました。これは主として、リース債務の減少45百万円によるもので

あります。 
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（純資産） 

純資産につきましては4,828百万円となり、前連結会計年度末に比べ453百万円の減少となりました。これは

主として、利益剰余金の減少409百万円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８月期（平成27年９月１日～平成28年８月31日）通期の業績予想につきましては、平成28年４月６日に

公表しております「第２四半期業績予想と実績値との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」の内容と

同一であります。 

 

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しております。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しております。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

計期間については、四半期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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を当第３四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

 この変更による当第３四半期連結財務諸表への影響はありません。
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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８月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年５月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,441,149 1,450,327 

受取手形及び売掛金 801,337 106,686 

商品及び製品 15,184 704 

仕掛品 617,997 1,873,355 

原材料及び貯蔵品 385,840 341,150 

繰延税金資産 48,340 48,663 

その他 100,439 168,391 

貸倒引当金 △34,828 △16,562 

流動資産合計 4,375,461 3,972,717 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 4,244,149 4,185,353 

減価償却累計額 △1,094,481 △1,185,310 

建物及び構築物（純額） 3,149,668 3,000,042 

機械及び装置 658,112 661,617 

減価償却累計額 △99,927 △109,470 

減損損失累計額 △466,759 △466,759 

機械及び装置（純額） 91,425 85,387 

土地 2,043,719 1,898,173 

リース資産 763,520 763,520 

減価償却累計額 △468,341 △512,618 

リース資産（純額） 295,178 250,901 

建設仮勘定 - 110,543 

その他 254,652 258,245 

減価償却累計額 △198,918 △210,936 

その他（純額） 55,734 47,308 

有形固定資産合計 5,635,726 5,392,357 

無形固定資産    

その他 21,580 29,369 

無形固定資産合計 21,580 29,369 

投資その他の資産    

繰延税金資産 5,965 6,269 

その他 46,671 45,049 

貸倒引当金 △1,082 △1,082 

投資その他の資産合計 51,555 50,237 

固定資産合計 5,708,861 5,471,963 

資産合計 10,084,323 9,444,681 
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    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成27年８月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年５月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 792,288 1,316,639 

短期借入金 3,000,000 2,500,000 

1年内返済予定の長期借入金 161,285 - 

リース債務 57,980 60,636 

未払法人税等 20,979 - 

前受金 126,062 282,813 

賞与引当金 12,583 13,054 

関係会社整理損失引当金 43,000 - 

その他 291,588 196,908 

流動負債合計 4,505,768 4,370,053 

固定負債    

リース債務 269,855 224,040 

その他 26,841 21,808 

固定負債合計 296,697 245,849 

負債合計 4,802,465 4,615,902 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,812,461 2,812,461 

資本剰余金 2,734,875 2,734,875 

利益剰余金 △350,565 △759,946 

自己株式 △431 △431 

株主資本合計 5,196,340 4,786,959 

その他の包括利益累計額    

為替換算調整勘定 85,516 41,818 

その他の包括利益累計額合計 85,516 41,818 

純資産合計 5,281,857 4,828,778 

負債純資産合計 10,084,323 9,444,681 
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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９月１日 

 至 平成27年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 
 至 平成28年５月31日) 

売上高 7,213,877 873,209 

売上原価 6,265,247 576,431 

売上総利益 948,629 296,777 

販売費及び一般管理費 517,579 735,775 

営業利益又は営業損失（△） 431,050 △438,997 

営業外収益    

受取利息 319 306 

為替差益 - 22,833 

関係会社整理損失引当金戻入額 - 43,000 

その他 2,081 899 

営業外収益合計 2,401 67,039 

営業外費用    

支払利息 54,919 35,072 

支払手数料 26,379 26,712 

為替差損 5,913 - 

減価償却費 19,065 65,135 

その他 10,316 275 

営業外費用合計 116,594 127,196 

経常利益又は経常損失（△） 316,857 △499,153 

特別利益    

固定資産売却益 - 96,673 

受取補償金 160,141 - 

特別利益合計 160,141 96,673 

税金等調整前四半期純利益又は 

税金等調整前四半期純損失（△） 
476,998 △402,480 

法人税、住民税及び事業税 8,873 7,650 

法人税等調整額 △3,245 △749 

法人税等合計 5,627 6,900 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 471,370 △409,380 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
471,370 △409,380 
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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９月１日 

 至 平成27年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 
 至 平成28年５月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 471,370 △409,380 

その他の包括利益    

為替換算調整勘定 36,397 △43,697 

その他の包括利益合計 36,397 △43,697 

四半期包括利益 507,767 △453,078 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 507,767 △453,078 

非支配株主に係る四半期包括利益 - - 
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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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

当第３四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 

(自  平成27年９月１日 

至  平成28年５月31日) 

(千円) 

前年同四半期比 

(％) 

装置関連事業 3,001,279 136.5 

受託加工事業 2,586 0.0 

合計 3,003,866 40.7 

(注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）受注状況 

当第３四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 
受注高 

(千円) 

前年同四半期比 

(％) 

受注残高 

(千円) 

前年同四半期比 

(％) 

装置関連事業 3,708,331 152.3 6,086,906 401.7 

受託加工事業 904,623 － 888,960 180.5 

合計 4,612,955 1,034.7 6,975,866 347.4 

(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（３）販売実績 

当第３四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 

(自  平成27年９月１日 

至  平成28年５月31日) 

(千円) 

前年同四半期比 

(％) 

装置関連事業 857,545 45.9 

受託加工事業 15,663 0.3 

合計 873,209 12.1 

(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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