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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第１四半期 2,352 △3.7 224 826.7 182 282.3 111 280.8

28年３月期第１四半期 2,443 △0.0 24 △86.2 47 △71.5 29 △79.6

(注)包括利益 29年３月期第１四半期 △76 百万円 (△159.3％) 28年３月期第１四半期 129 百万円 (△45.3％)

　

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３月期第１四半期 3.76 ―

28年３月期第１四半期 0.99 ―
　
（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 ％

29年３月期第１四半期 16,082 6,409 39.9

28年３月期 15,765 6,605 41.9

(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 6,409 百万円 28年３月期 6,605 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３月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

29年３月期 ―

29年３月期(予想) 0.00 ― 4.00 4.00

(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３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31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) 5,000 △0.3 290 10.0 290 8.3 190 7.6 6.39

通期 10,000 1.1 600 4.7 600 4.8 400 △23.4 13.45

(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 ： 有

（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) 29年３月期１Ｑ 29,929,996株 28年３月期 29,929,996株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 196,349株 28年３月期 195,617株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 29,733,885株 28年３月期１Ｑ 29,736,766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。
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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わが国経済は、年初からの円高進行や新興国経済の減速等を背景に力強さを欠

き、企業収益改善に足踏みが見られます。また、英国のＥＵ離脱問題による金融市場の混乱や、地政学的リスクの高

まり等により、先行きの不透明感が強まる状況にあります。

こうした中にあって当社グループにおきましては、切削工具では、得意分野の金型加工用工具の性能向上を目的に、

昨年度開発した高硬度材加工用新被膜「新ＤＨコート」の商品化を更に進めるとともに、より高付加価値の工具材種

である超高圧焼結体（ＣＢＮ焼結体）を高精度刃先交換式エンドミル「ミラーボール」用チップ「ジャイアントラジ

アス」に採用するなど、新たな商品展開を行いました。耐摩耗工具では、より専門的な顧客対応による国内外への販

売拡大を目的として事業部制を導入し、当社独自の複合新材料「サーメタル」の更なる市場展開・用途開発も推進い

たしました。また、新製品の開発や販促企画の立案・実施も積極的に行い、販売の拡大を図りました。

連結売上高は、前年同期比3.7％減の2,352百万円となりました。このうち国内販売は前年同期比0.1％減の1,361百

万円となり、輸出は欧州向けは増加いたしましたが、北米向け、中国向けが減少し、同8.3％減の991百万円となりま

した。輸出の地域別では、北米向けが前年同期比22.7％減の202百万円、欧州向けが同9.3％増の288百万円、アジア向

けが同7.2％減の488百万円、その他地域向けが同59.3％減の11百万円となり、この結果、連結売上高に占める輸出の

割合は、前年同期に比べ2.1ポイント減少し42.1％となりました。

製品別では、焼肌チップが前年同期比1.5％増の339百万円、切削工具が同6.4％減の1,661百万円、耐摩耗工具が同

6.1％増の347百万円となりました。

収益面では、原材料価格の下落により収益性が改善し、連結営業利益は前年同期比826.7％増の224百万円となり、

経常利益は同282.3％増の182百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同280.8％増の111百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

資産は前連結会計年度末に比べ316百万円増加し16,082百万円となりました。このうち流動資産は319百万円の増

加、固定資産は2百万円の減少となりました。

流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が275百万円、商品及び製品が81百万円、原材料が31百万円増加し、

受取手形及び売掛金が101百万円減少したことであります。

固定資産のうち、有形固定資産は204百万円増加しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上による減少194

百万円、設備投資の実施による増加399百万円であります。投資その他の資産は212百万円減少しました。変動の主

な要因は、投資有価証券の評価額が株価の下落を受け196百万円減少したことであります。

(負債)

負債は前連結会計年度末に比べ512百万円増加し、9,672百万円となりました。このうち流動負債は189百万円の増

加、固定負債は322百万円の増加となりました。

流動負債の変動の主な要因は、未払費用が299百万円増加し、賞与引当金が129百万円減少したことであります。

固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が403百万円増加し、繰延税金負債が55百万円減少したことでありま

す。

(純資産)

純資産は前連結会計年度末に比べ195百万円減少し、6,409百万円となりました。このうち株主資本は、配当の実

施や、親会社株主に帰属する四半期純利益が111百万円であったこと等により7百万円減少し、6,266百万円となりま

した。また、株式の時価評価等によりその他の包括利益累計額は188百万円減少し、143百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点では平成28年５月11日に公表しました業績予想に変更はございません。
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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

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

ただし、この計算で合理性を欠く場合には、税引前四半期純利益を調整のうえ、法定実効税率を用いて税金費用を計

算しております。

（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)

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。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に及ぼす影響は軽微

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：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,150,002 1,425,202

受取手形及び売掛金 2,273,796 2,172,242

商品及び製品 2,629,367 2,710,533

仕掛品 1,206,336 1,213,919

原材料及び貯蔵品 906,271 949,898

繰延税金資産 192,505 192,256

その他 161,481 174,544

貸倒引当金 △10,039 △9,518

流動資産合計 8,509,722 8,829,079

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 879,395 875,254

機械装置及び運搬具（純額） 3,257,274 3,303,564

土地 974,710 1,032,379

リース資産（純額） 13,600 11,200

その他（純額） 209,634 316,691

有形固定資産合計 5,334,615 5,539,089

無形固定資産 67,148 72,147

投資その他の資産

投資有価証券 1,278,872 1,082,185

関係会社出資金 226,571 208,562

差入保証金 59,529 58,916

保険積立金 310,463 313,830

その他 8,818 8,725

貸倒引当金 △29,788 △29,787

投資その他の資産合計 1,854,466 1,642,433

固定資産合計 7,256,231 7,253,670

資産合計 15,765,953 16,082,749
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 562,664 542,625

電子記録債務 666,597 636,252

短期借入金 2,055,029 2,003,656

未払法人税等 88,329 82,231

賞与引当金 220,825 91,537

未払費用 62,933 362,435

その他 699,556 827,088

流動負債合計 4,355,934 4,545,826

固定負債

長期借入金 2,895,094 3,298,738

リース債務 5,225 2,617

資産除去債務 17,560 17,560

長期未払金 374,660 374,660

退職給付に係る負債 1,441,821 1,419,352

繰延税金負債 69,820 14,147

固定負債合計 4,804,182 5,127,076

負債合計 9,160,116 9,672,903

純資産の部

株主資本

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 1,703,396 1,703,329

利益剰余金 1,515,405 1,508,206

自己株式 △44,006 △44,041

株主資本合計 6,273,989 6,266,688

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 383,175 240,808

為替換算調整勘定 90,941 34,592

退職給付に係る調整累計額 △142,269 △132,243

その他の包括利益累計額合計 331,847 143,157

純資産合計 6,605,837 6,409,846

負債純資産合計 15,765,953 16,082,749
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 2,443,840 2,352,757

売上原価 1,755,863 1,480,651

売上総利益 687,977 872,105

販売費及び一般管理費 663,751 647,614

営業利益 24,225 224,490

営業外収益

受取利息 2 5

受取配当金 17,495 15,854

為替差益 13,973 -

その他 9,185 6,464

営業外収益合計 40,656 22,323

営業外費用

支払利息 11,891 11,941

為替差損 - 44,578

持分法による投資損失 5,262 6,416

その他 45 1,566

営業外費用合計 17,199 64,503

経常利益 47,683 182,310

特別利益

特別利益合計 - -

特別損失

固定資産除売却損 80 0

特別損失合計 80 0

税金等調整前四半期純利益 47,603 182,310

法人税、住民税及び事業税 18,254 72,383

法人税等調整額 4 △1,810

法人税等合計 18,258 70,572

四半期純利益 29,344 111,738

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 29,344 111,738
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 29,344 111,738

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 84,615 △142,366

為替換算調整勘定 10,349 △44,756

退職給付に係る調整額 5,476 10,026

持分法適用会社に対する持分相当額 △27 △11,593

その他の包括利益合計 100,414 △188,690

四半期包括利益 129,758 △76,952

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 129,758 △76,952

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。

（セグメント情報等）

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社及び連結子会社の事業は、主として超硬合金・工具の製造及び製品等の販売を営んでいるものであり、報告

セグメントとしては当該事業のみを対象とし単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
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４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

　 ① 生産実績

製品区分

前第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

当第１四半期連結累計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 368,922 14.9 358,192 14.9 △10,730 △2.9

切削工具 1,816,363 73.4 1,718,247 71.3 △98,116 △5.4

耐摩耗工具 286,587 11.6 330,493 13.7 43,906 15.3

その他 1,906 0.1 2,949 0.1 1,043 54.7

合計 2,473,778 100.0 2,409,881 100.0 △63,897 △2.6

　 (注) １ 金額は販売価格で表示しております。

　 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

製品区分

前第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

当第１四半期連結累計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

比較増減

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 329,180 59,968 333,141 94,848 3,961 34,880

切削工具 1,714,807 552,445 1,624,151 398,168 △90,656 △154,277

耐摩耗工具 416,847 243,380 300,947 157,198 △115,900 △86,182

その他 4,219 3,275 5,354 4,167 1,135 892

合計 2,465,053 859,068 2,263,593 654,381 △201,460 △204,687

　 (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

製品区分

前第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

当第１四半期連結累計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 334,597 13.7 339,630 14.4 5,033 1.5

切削工具 1,774,461 72.6 1,661,018 70.6 △113,443 △6.4

耐摩耗工具 327,756 13.4 347,803 14.8 20,047 6.1

その他 7,026 0.3 4,306 0.2 △2,720 △38.7

合計 2,443,840 100.0 2,352,757 100.0 △91,083 △3.7

　 (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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