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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当社グループを取り巻く経済情勢は、米国におきましては、個人消費主導の緩

やかな景気回復が続いておりますが、欧州におきましては、英国EU離脱の選択に伴い、金融市場の混乱や政治不安の

高まりなど欧州経済の下振れリスクが懸念されております。また、中国におきましても、民間投資の減速や、雇用所

得環境の悪化により景気が減速基調にあるなど、海外の景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。一方、国

内経済におきましては、中国をはじめとする新興国経済の減速や、為替市場の不安定な動きなどのリスクが残るもの

の、企業業績の回復や、雇用所得環境の改善から景気は緩やかな回復基調が続いております。

 このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、受注量の拡大や、コスト競争力を強化するために、海

外子会社との協力、連携により現地調達、現地生産比率を高めるなど、グローバル市場での事業拡大に注力してまい

りました。 

 また、生産量の増大に伴い、顧客情報、引合い案件情報などを共有化し、負荷調整を積極的におこなうことで、生

産リソースの最適な配分や、内製化率の拡大を推進するなど、生産体制の強化を図り、収益性の向上に努めてまいり

ました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は144億99百万円（前年同期比21.2%増）となり、営業利益は

15億19百万円（前年同期比71.5%増）、経常利益は13億35百万円（前年同期比47.6%増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は７億89百万円（前年同期比72.9%増）となりました。 

 

事業部門別の営業概況は、以下のとおりであります。 

１）自動車関連生産設備事業

自動車関連生産設備事業におきましては、中国市場での自動車販売は、経済の減速はあるものの、税制優遇

策を受けて好調を維持したことや、米国の自動車販売につきましても、緩やかな景気の回復基調が続いてお

り、雇用所得環境の改善により好調に推移する中、主力となる北米市場向けのパワートレイン関連設備や、国

内自動車部品メーカー向け設備などが堅調に推移しました結果、売上高は49億99百万円（前年同期比19.8%

増）となりました。 

２）半導体関連生産設備事業 

半導体関連生産設備事業におきましては、近年、市場を牽引してきたスマートフォン・タブレット端末など

のモバイル関連機器の市場が成熟化しつつあり、半導体市況の先行き不透明感は払拭できない状況ではありま

すが、IoT関連製品の需要増も見込まれる中、シリコンウェーハ搬送設備案件を予定どおり売上げました。こ

れに加え、次世代のディスプレイとなる有機エレクトロルミネッセンス（有機EL）ディスプレイにつきまして

は、スマートフォンでの採用の拡大が見込まれており、量産に向けて生産ラインを拡充する動きが見られる中

で、有機EL関連の生産設備案件が受注高、売上高とも堅調に推移しました結果、売上高は67億14百万円（前年

同期比176.9%増）となりました。 

３）家電関連およびその他生産設備事業 

家電関連およびその他生産設備事業におきましては、引合い案件も継続して見込まれておりますが、白物家

電を中心とした組立設備案件やタイヤ関連設備案件に一服感がみられたことに加え、当初計画からの売上時期

の延期などにより、売上高は18億円97百万円（前年同期比47.8%減）となりました。 

 

セグメントの状況は以下のとおりであります。

１）日本

日本におきましては、自動車のパワートレイン関連設備や、有機EL関連の生産設備案件の売上高が堅調に推

移しました。損益面におきましても、売上高の増加に加え、内部リソースの有効活用による内製化率の拡大な

ど、原価低減活動を進めてまいりました結果、売上高は128億８百万円（前年同期比30.5%増）、営業利益は16

億13百万円（前年同期比46.3%増）となりました。 

２）アジア 

アジアにおきましては、家電関連および自動車関連設備の案件を中心として、当初計画からの受注の遅れ

や、売上時期の延期などにより、売上高の減少が影響しました結果、売上高は５億58百万円（前年同期比

57.8%減）、営業損失は76百万円（前年同期は１億９百万円の営業損失）となりました。 

３）北米 

北米におきましては、自動車メーカー向けの案件を中心として、予定どおり売上げました結果、売上高は10

億58百万円（前年同期比86.7%増）、営業利益は71百万円（前年同期は86百万円の営業損失）となりました。 

４）欧州 

欧州におきましては、欧州市場の緩やかな景気回復基調が続いており、自動車関連設備および家電関連設備

を中心として、受注状況は改善しておりますが、売上げにつきましては、低調に推移しました結果、売上高は

75百万円（前年同期比70.5%減）、営業損失は12百万円（前年同期は３百万円の営業利益）となりました。 
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（２）財政状態に関する説明 

 当第１四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て43億62百万円増加し、640億44百万

円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の減少18億22百万円、受取手形及び売掛金の増加50億95百万円、

仕掛品の増加18億61百万円、投資有価証券の減少４億10百万円であります。負債につきましては、前連結会計年度

末に比べて43億49百万円増加し、424億46百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の増加18億

51百万円、短期借入金の増加23億86百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少８億28百万円、未払費用の減少７

億74百万円、前受金の増加17億69百万円、長期借入金の増加１億45百万円であります。その結果、自己資本比率は

前連結会計年度末の35.6％から33.2％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

 平成29年３月期の業績予想につきましては、平成28年５月12日に開示しました業績予想に変更はありません。

 

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）

（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の損益に与

える影響は軽微であります。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）

を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 
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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 7,631,566 5,808,988 

受取手形及び売掛金 21,795,575 26,891,066 

商品及び製品 178,261 151,268 

仕掛品 7,634,078 9,495,602 

原材料及び貯蔵品 450,635 521,344 

繰延税金資産 1,626,510 1,300,463 

その他 1,505,984 1,411,737 

貸倒引当金 △64,325 △62,012 

流動資産合計 40,758,287 45,518,459 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 3,915,677 3,829,051 

機械装置及び運搬具（純額） 1,041,990 1,433,609 

工具、器具及び備品（純額） 508,217 481,942 

土地 9,717,325 9,709,032 

建設仮勘定 469,833 85,576 

有形固定資産合計 15,653,044 15,539,211 

無形固定資産    

借地権 25,781 25,781 

ソフトウエア 348,454 428,778 

のれん 9,551 7,494 

その他 14,274 14,274 

無形固定資産合計 398,062 476,329 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,278,552 1,868,128 

破産更生債権等 43,205 42,967 

繰延税金資産 83,312 150,167 

その他 697,990 679,196 

貸倒引当金 △230,784 △229,796 

投資その他の資産合計 2,872,276 2,510,663 

固定資産合計 18,923,383 18,526,204 

資産合計 59,681,671 64,044,663 
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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 10,835,071 12,687,070 

短期借入金 6,304,780 8,691,205 

1年内返済予定の長期借入金 6,518,600 5,690,600 

未払金 695,103 574,370 

未払費用 2,588,243 1,813,925 

未払法人税等 380,744 246,993 

前受金 2,347,654 4,117,442 

賞与引当金 35,392 9,111 

役員賞与引当金 157,906 - 

製品保証引当金 167,430 156,627 

工事損失引当金 153,015 102,944 

その他 408,569 915,965 

流動負債合計 30,592,510 35,006,256 

固定負債    

長期借入金 4,305,700 4,450,800 

退職給付に係る負債 329,709 137,095 

役員退職慰労引当金 26,212 28,022 

資産除去債務 105,270 105,446 

繰延税金負債 125,230 130,238 

再評価に係る繰延税金負債 2,125,323 2,125,323 

その他 487,281 463,709 

固定負債合計 7,504,727 7,440,635 

負債合計 38,097,238 42,446,892 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,633,962 2,633,962 

資本剰余金 2,414,359 2,414,359 

利益剰余金 12,908,661 13,415,429 

自己株式 △1,153,858 △1,153,858 

株主資本合計 16,803,124 17,309,893 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 641,663 356,041 

繰延ヘッジ損益 815 1,549 

土地再評価差額金 4,314,826 4,314,826 

為替換算調整勘定 681,623 450,222 

退職給付に係る調整累計額 △1,194,261 △1,161,605 

その他の包括利益累計額合計 4,444,668 3,961,035 

非支配株主持分 336,640 326,841 

純資産合計 21,584,433 21,597,770 

負債純資産合計 59,681,671 64,044,663 
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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 11,958,851 14,499,945 

売上原価 9,306,970 11,036,024 

売上総利益 2,651,881 3,463,920 

販売費及び一般管理費 1,765,824 1,944,021 

営業利益 886,056 1,519,898 

営業外収益    

受取利息 496 2,585 

受取配当金 5,684 1,458 

為替差益 11,870 - 

保険配当金 19,884 27,939 

原材料等売却益 8,238 3,917 

持分法による投資利益 518 - 

その他 14,418 16,279 

営業外収益合計 61,111 52,180 

営業外費用    

支払利息 35,716 26,382 

為替差損 - 205,053 

その他 7,011 5,253 

営業外費用合計 42,728 236,688 

経常利益 904,439 1,335,390 

特別利益    

固定資産売却益 213 424 

特別利益合計 213 424 

特別損失    

固定資産除却損 1,181 235 

固定資産売却損 5 - 

特別損失合計 1,187 235 

税金等調整前四半期純利益 903,465 1,335,580 

法人税等 452,414 550,110 

四半期純利益 451,051 785,470 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △5,740 △4,387 

親会社株主に帰属する四半期純利益 456,791 789,857 
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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 451,051 785,470 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 159,968 △285,621 

繰延ヘッジ損益 135,653 734 

為替換算調整勘定 △52,962 △236,478 

退職給付に係る調整額 4,953 32,323 

その他の包括利益合計 247,613 △489,043 

四半期包括利益 698,664 296,426 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 704,778 306,225 

非支配株主に係る四半期包括利益 △6,113 △9,798 
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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）

Ⅰ 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） 

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 アジア 北米 欧州 合計 

売上高          

外部顧客への売上高 9,812,767 1,323,347 566,820 255,916 11,958,851 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,479,674 176,121 800,108 39,723 2,495,627 

計 11,292,441 1,499,469 1,366,928 295,639 14,454,478 

セグメント利益又は損失(△) 1,102,733 △109,003 △86,860 3,791 910,662 

 

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 910,662

棚卸資産の調整額 △24,879

その他の調整額 273

四半期連結損益計算書の営業利益 886,056

 

Ⅱ 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）

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 アジア 北米 欧州 合計 

売上高          

外部顧客への売上高 12,808,013 558,031 1,058,480 75,419 14,499,945 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
580,589 308,002 67,094 20,477 976,164 

計 13,388,602 866,034 1,125,575 95,897 15,476,109 

セグメント利益又は損失(△) 1,613,611 △76,346 71,859 △12,790 1,596,334 

 

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 1,596,334

棚卸資産の調整額 △76,645

その他の調整額 209

四半期連結損益計算書の営業利益 1,519,898
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４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

(１)生産実績

当第１四半期連結累計期間における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)

（千円）

前年同四半期比（％）

日本 14,047,074 131.1

アジア 1,045,296 65.7

北米 1,271,143 131.5

欧州 143,659 72.0

合計 16,507,174 122.5

 

当第１四半期連結累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称

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)

（千円）

前年同四半期比（％）

自動車関連生産設備事業 5,226,863 110.2

半導体関連生産設備事業 7,575,015 269.8

家電関連およびその他生産設備事業 2,887,899 66.1

その他 817,396 52.8

合計 16,507,174 122.5

（注）１．金額は、販売価格および製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(２)受注状況

当第１四半期連結累計期間における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

（％）

日本 18,909,189 246.1 29,420,972 179.5

アジア 1,363,629 72.9 4,618,114 114.7

北米 2,764,711 335.5 5,930,333 324.8

欧州 363,079 140.7 716,805 213.0

合計 23,400,609 220.0 40,686,226 180.2

 

当第１四半期連結累計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
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

（％）

自動車関連生産設備事業 7,377,068 311.2 17,543,777 219.3

半導体関連生産設備事業 10,865,714 279.0 12,964,731 252.1

家電関連およびその他生産設備事業 2,564,449 91.8 7,555,921 90.7

その他 2,593,376 164.4 2,621,795 238.0

合計 23,400,609 220.0 40,686,226 180.2

（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(３)販売実績

当第１四半期連結累計期間における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)

（千円）

前年同四半期比（％）

日本 12,808,013 130.5

アジア 558,031 42.2

北米 1,058,480 186.7

欧州 75,419 29.5

合計 14,499,945 121.2

 

当第１四半期連結累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称

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)

（千円）

前年同四半期比（％）

自動車関連生産設備事業 4,999,961 119.8

半導体関連生産設備事業 6,714,516 276.9

家電関連およびその他生産設備事業 1,897,043 52.2

その他 888,423 51.5

合計 14,499,945 121.2

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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