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(百万円未満切捨て)

１．平成29年２月期第１四半期の連結業績（平成28年３月１日～平成28年５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 ％

29年２月期第１四半期 20,178 △10.6 894 △42.4 670 △59.4 491 △64.3

28年２月期第１四半期 22,575 10.4 1,552 26.9 1,652 1.6 1,377 4.5
 
(注) 包括利益 29年２月期第１四半期 △318百万円( －％) 28年２月期第１四半期 460百万円( △59.0％)
  

 
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

29年２月期第１四半期 15.60 －

28年２月期第１四半期 43.70 －
    

（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

29年２月期第１四半期 78,565 36,325 45.8 1,142.17

28年２月期 78,464 36,581 46.1 1,148.18
 
(参考) 自己資本 29年２月期第１四半期 35,993百万円 28年２月期 36,182百万円 
      

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 

28年２月期 － 4.00 － 6.00 10.00 

29年２月期 －  

29年２月期(予想)  4.00 － 4.00 8.00 
 
(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29年２月期の連結業績予想（平成28年３月１日～平成29年２月28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) 42,000 △8.2 1,000 △48.7 700 △68.7 600 △58.6 19.04

通期 81,000 △9.7 900 △69.1 400 △88.1 200 △92.4 6.35
 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
  

 
  



※ 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 
  

（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 
  

（注）詳細は、添付資料P.４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積
りの変更・修正再表示」をご覧ください。 
 

  

（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) 29年２月期１Ｑ 31,894,554株 28年２月期 31,894,554株

② 期末自己株式数 29年２月期１Ｑ 381,541株 28年２月期 381,491株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年２月期１Ｑ 31,513,050株 28年２月期１Ｑ 31,513,648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はありますが、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は終了しております。 
 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に
基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値とは異なる場合があります。業績予
想の前提となる仮定等については、３ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（２）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。 
 
（決算補足説明資料の入手方法について） 
決算補足説明資料は、平成28年７月15日（金）に当社ホームページへ掲載いたします。 
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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１四半期連結累計期間の世界経済は総じて緩やかな回復が続きました。米国経済は拡大基調で推移しましたが、

個人消費が堅調を維持する一方で、雇用に減速感が見られ、製造業の回復も緩やかなものになりました。欧州では、

ドイツやフランスを中心に良好な雇用環境を背景に個人消費が改善し、景気の回復が進みました。中国は経済成長率

が緩やかに減速し、アジア経済全体でも経済成長は減速傾向となりました。わが国経済は、雇用・所得環境が引き続

き堅調であったものの個人消費が伸び悩み、地震の影響もあり輸出や生産は横ばいで推移しました。 

このような経済環境の中、当社グループの関連する市場においては、商船市場で新船建造の需要が伸び悩む一方、

プレジャーボート市場では小型艇を中心に需要の回復傾向が続きました。当第１四半期連結累計期間の米ドル及びユ

ーロの平均為替レートはそれぞれ119円及び129円であり、前年同期に比べ米ドルはほぼ同水準でしたが、ユーロは約

５％の円高水準で推移しました。 

当社グループにおきましては、成長市場の開拓や販売拡大に積極的に取り組みましたが、産業用事業の売上高が増

加したものの、主力である舶用事業において、商船市場向けや漁業市場向けの売上が減少しました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は201億７千８百万円(前年同期比10.6％減)、売上総利益は71億

２千５百万円(前年同期比13.7％減)となりました。販売費及び一般管理費は、前年同期に比べて４億７千２百万円減

少し62億３千万円となりましたが、売上高に占める比率が増加したことから、営業利益は８億９千４百万円(前年同期

比42.4％減)となりました。また、営業外収支は為替差損が増加したことなどにより、前年同期比で３億２千４百万円

悪化しました。この結果、経常利益は６億７千万円(前年同期比59.4％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は４

億９千１百万円(前年同期比64.3％減)となりました。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。セグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

①舶用事業 

舶用事業の分野では、商船市場向けの売上が日本では増加しましたがアジアや欧州では減少しました。また、漁業

市場向けの売上も欧州以外の地域で減少しました。この結果、舶用事業の売上高は160億８百万円(前年同期比15.7％

減)、セグメント利益は４億６千６百万円(前年同期比68.6％減)となりました。 

  

②産業用事業 

産業用事業の分野では、生化学自動分析装置、骨密度測定装置、ETC車載器、周波数発生装置などの売上が増加しま

したが、カーナビゲーションシステム搭載用GPSモジュールは低調でした。この結果、産業用事業の売上高は34億７百

万円（前年同期比13.2％増）、セグメント利益は３億１千１百万円(前年同期のセグメント利益は１千４百万円)とな

りました。 

  

③その他 

その他の売上高は７億６千２百万円(前年同期比32.8％増)、セグメント利益は８千７百万円(前年同期比245.7％増)

となりました。 
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（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第１四半期連結累計期間の業績は概ね当初の想定通りに推移いたしましたが、急激な円高が進んでいることに加

え、世界経済の減速に伴い商船市場などにおいて事業環境が厳しさを増していることから、連結業績予想を以下の通

り修正しております。なお、業績予想の前提となる第２四半期以降の為替レートにつきましては、米ドル100円、ユー

ロ110円（前回の想定レートは米ドル110円、ユーロ125円）にそれぞれ変更しております。 

  
【連結業績予想】 

 

第２四半期連結累計期間 （平成28年３月１日～平成28年８月31日） 
（単位：百万円） 

 
前回発表予想 

(A) 
今回発表予想 

(B) 
増減額 
(B)-(A) 

増減率 前期実績 

売上高 43,500 42,000 △1,500 △3.5% 45,774

営業利益 1,200 1,000 △200 △16.7% 1,949

経常利益 900 700 △200 △22.2% 2,236

親会社株主に帰属
する当期純利益 

650 600 △50 △7.7% 1,449

  
通期 （平成28年３月１日～平成29年２月28日） 

（単位：百万円） 

 
前回発表予想 

(A) 
今回発表予想 

(B) 
増減額 
(B)-(A) 

増減率 前期実績 

売上高 86,000 81,000 △5,000 △5.8% 89,720

営業利益 1,900 900 △1,000 △52.6% 2,911

経常利益 1,600 400 △1,200 △75.0% 3,362

親会社株主に帰属
する当期純利益 

1,100 200 △900 △81.8% 2,624
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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。 

 

（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） 

当社及び国内連結子会社は、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１四半期連結会計期間より適用し、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。 

なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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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：百万円)
          

前連結会計年度 
(平成28年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間
(平成28年５月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 10,679 12,910

  受取手形及び売掛金 19,743 18,252

  商品及び製品 16,196 16,466

  仕掛品 3,313 3,357

  原材料及び貯蔵品 6,952 7,252

  繰延税金資産 359 441

  その他 3,469 2,113

  貸倒引当金 △350 △278

  流動資産合計 60,364 60,513

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 4,134 4,082

   機械装置及び運搬具（純額） 902 839

   土地 3,468 3,453

   その他（純額） 1,628 1,502

   有形固定資産合計 10,134 9,877

  無形固定資産 

   のれん 589 552

   その他 3,522 3,694

   無形固定資産合計 4,111 4,246

  投資その他の資産 

   投資有価証券 2,223 2,230

   退職給付に係る資産 21 188

   繰延税金資産 27 24

   その他 1,642 1,543

   貸倒引当金 △59 △60

   投資その他の資産合計 3,854 3,927

  固定資産合計 18,100 18,051

 資産合計 78,464 78,565
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           (単位：百万円)
          

前連結会計年度 
(平成28年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間
(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 7,895 6,866

  電子記録債務 4,220 6,578

  短期借入金 6,427 4,848

  1年内返済予定の長期借入金 1,191 633

  未払法人税等 482 560

  賞与引当金 1,590 2,044

  製品保証引当金 1,089 1,308

  その他 6,143 5,963

  流動負債合計 29,041 28,803

 固定負債 

  長期借入金 9,117 9,752

  繰延税金負債 439 417

  退職給付に係る負債 2,477 2,459

  その他 807 806

  固定負債合計 12,841 13,435

 負債合計 41,883 42,239

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 7,534 7,534

  資本剰余金 10,074 10,074

  利益剰余金 20,082 20,722

  自己株式 △201 △201

  株主資本合計 37,490 38,130

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 470 566

  繰延ヘッジ損益 △36 △33

  為替換算調整勘定 △420 △1,433

  退職給付に係る調整累計額 △1,321 △1,236

  その他の包括利益累計額合計 △1,308 △2,137

 非支配株主持分 398 332

 純資産合計 36,581 36,325

負債純資産合計 78,464 78,565
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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：百万円)
          前第１四半期連結累計期間

(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年５月31日) 

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

売上高 22,575 20,178

売上原価 14,319 13,053

売上総利益 8,255 7,125

販売費及び一般管理費 

 貸倒引当金繰入額 3 2

 給料及び賃金 2,196 2,229

 賞与引当金繰入額 460 254

 退職給付費用 128 112

 研究開発費 1,192 943

 減価償却費 217 227

 その他 2,504 2,461

 販売費及び一般管理費合計 6,703 6,230

営業利益 1,552 894

営業外収益 

 受取利息 4 5

 受取配当金 16 10

 保険解約返戻金 68 28

 貸倒引当金戻入額 25 61

 その他 81 104

 営業外収益合計 196 209

営業外費用 

 支払利息 34 19

 為替差損 35 373

 その他 26 40

 営業外費用合計 96 433

経常利益 1,652 670

特別利益 

 固定資産売却益 － 3

 特別利益合計 － 3

特別損失 

 減損損失 13 12

 その他 0 1

 特別損失合計 13 14

税金等調整前四半期純利益 1,639 660

法人税、住民税及び事業税 368 278

法人税等調整額 △148 △128

法人税等合計 220 149

四半期純利益 1,419 510

非支配株主に帰属する四半期純利益 41 18

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,377 491
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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：百万円)
          前第１四半期連結累計期間

(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年５月31日) 

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

四半期純利益 1,419 510

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 164 96

 繰延ヘッジ損益 △5 2

 為替換算調整勘定 △1,236 △1,013

 退職給付に係る調整額 119 85

 その他の包括利益合計 △958 △829

四半期包括利益 460 △318

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 418 △337

 非支配株主に係る四半期包括利益 41 18
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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。 
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