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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９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２四半期 18,518 △4.3 976 △3.3 755 △19.5 343 △33.9

28年３月期第２四半期 19,343 3.8 1,009 185.2 938 172.8 519 251.6
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 △254百万円( －％) 28年３月期第２四半期 △198百万円( －％)
　

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２四半期 78.01 －

28年３月期第２四半期 117.93 －
　

※平成28年10月１日付で普通株式５株を１株に併合しています。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮
定し、１株当たり四半期純利益を算定しています。

　

（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３月期第２四半期 40,592 16,061 35.5 3,273.15

28年３月期 41,218 16,557 35.8 3,353.78
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 14,407百万円 28年３月期 14,763百万円
　

※平成28年10月１日付で普通株式５株を１株に併合しています。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮
定し、１株当たり純資産を算定しています。

　　

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 － 5.00 － 8.00 13.00

29年３月期 － 6.00

29年３月期(予想) － 35.00 －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

※平成28年10月１日付で普通株式５株を１株に併合しています。平成29年３月期（予想）の１株当たり期末配当金に
ついては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「－」として記載しています。株式併合
を考慮しない場合の平成29年３月期（予想）の期末配当金は７円となり、１株当たり年間配当金は13円となります。
詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

　

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、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 37,700 △1.9 2,300 2.5 2,100 3.5 1,100 9.7 249.86
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

※平成29年３月期の通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、株式併合の影響を考慮しています。
詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
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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)
　

　

（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
　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（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２Ｑ 4,420,000株 28年３月期 4,420,000株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 18,252株 28年３月期 18,058株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 4,401,859株 28年３月期２Ｑ 4,402,809株
　

（注）平成28年10月１日付で普通株式５株を１株に併合しています。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行わ
れたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しています。

　

※ 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、四半期決算短信の開示時点
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は終了していません。

※ 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、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。業績予想の前
提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】P.３「１．当
四半期決算に関する定性的情報（3）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。

（株式併合後の配当及び業績予想について）
　当社は、平成28年６月23日開催の第67期定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成28年10
月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合しております。これに伴い、株式併合
考慮前に換算した平成29年３月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。
　１．平成29年３月期の配当 １株当たり配当金 第２四半期末 ６円（注１） 期末（予想）７円（注２）
　２．平成29年３月期の通期の連結業績予想 １株当たり当期純利益 期末 49円97銭
（注１）第２四半期末の配当は、株式併合実施前の株式数に対して支払われます。
（注２）株式併合考慮前に換算した配当額です。
（注３）平成29年３月期の年間配当金（株式併合考慮前）は13円となります。
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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２四半期連結累計期間における世界経済は、英国のＥＵ離脱問題や米国の金融政策動向等により、不透明な

状況が続いております。また、中国及び東南アジアなど新興国経済の景気減速やＯＰＥＣの原油減産合意に伴う原

油価格上昇による下振れリスクも懸念されております。

　一方、わが国経済は、円高の進行や個人消費の伸び悩みが続き、緩やかな回復にとどまっております。

当社製品の主要市場である自動車産業におきましては、国内市場では依然として軽自動車の販売台数減少が続い

ております。また、海外市場では、中国・欧州において増加しており、インドネシアは緩やかな回復傾向でありま

す。

当社グループにおきましては、米国第２工場における新規品立上げ、グローバルな生産供給体制の再構築による

生産効率及び設備稼働率の向上を推進しております。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は18,518百万円と前年同四半期に比べ825百万円（4.3%）の減

収、営業利益は976百万円と前年同四半期と比べ33百万円(3.3%)の減益、経常利益につきましては円高による為替差

損の増加等により755百万円と前年同四半期と比べ183百万円(19.5%)の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は

343百万円と前年同四半期と比べ175百万円(33.9%)の減益となりました。
　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①粉末冶金製品事業

自動車用部品の売上につきましては、海外の仕事量は増加したものの、円高による為替の影響等により減少

となりました。一方、セグメント利益（営業利益）につきましては、原価改善活動の成果、原材料やエネルギ

ー価格の下落等により増益となりました。また、鉄道車両用部品の売上につきましては、新規開発の新幹線用

パンタグラフ用集電材が正式採用となり、収益性の向上に寄与しました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は17,645百万円と前年同四半期と比べ811百万円

（4.4％）の減収となり、セグメント利益（営業利益）につきましては、1,676百万円と前年同四半期と比べ66

百万円（4.1％）の増益となりました。
　
②油圧機器製品事業

海外メディカル・デンタル販売は好調でしたが、国内メディカル・商社販売が減少しました。その結果、当

第２四半期連結累計期間における売上高は867百万円と前年同四半期と比べ13百万円（1.5％）の減収となり、

セグメント利益（営業利益）につきましては、海外拡販活動による経費の増加等により222百万円と前年同四半

期と比べ18百万円（7.8％）の減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比493百万円増）等に

より、15,655百万円（前連結会計年度末比108百万円増）となりました。固定資産につきましては、有形固定資産の

減少（前連結会計年度末比705百万円減）等により、24,937百万円（前連結会計年度末比734百万円減）となりまし

た。

以上により、資産合計は40,592百万円（前連結会計年度末比625百万円減）となりました。

　流動負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少（前連会計年度末比343百万円減）等により、15,781百万円

（前連結会計年度末比356百万円減）となりました。固定負債につきましては長期借入金の増加（前連結会計年度末

比328百万円増）等により、8,749百万円（前連結会計年度末比226百万円増）となりました。

この結果、負債合計は24,531百万円（前連結会計年度末比129百万円減）となりました。

純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が182百万円増加、その他の包括利益累計額が537百万円減

少したことにより、非支配株主持分を除くと14,407百万円（自己資本比率35.5％）となりました。

決算短信（宝印刷） 2016年10月27日 10時11分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社ファインシンター(5994) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 3 ―

（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４月27日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

なお、当社では平成28年10月１日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更し、併せて当社普

通株式５株を１株に併合しています。これに伴い、平成29年３月期の期末配当予想に関して、併合の割合に応じて

１株当たり配当予想を７円から35円に修正しています。なお、この配当予想の修正は株式併合に伴うものであり、

平成28年４月27日に公表した内容から実質的な変更はありません。
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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

（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。

なお、当第２四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軽微であります。

（４）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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,991,952 3,485,022

受取手形及び売掛金 7,621,456 7,184,062

電子記録債権 790,772 1,060,788

商品及び製品 578,006 453,269

仕掛品 1,398,149 1,281,208

原材料及び貯蔵品 1,376,103 1,405,260

繰延税金資産 476,549 463,776

その他 313,925 322,205

流動資産合計 15,546,917 15,655,593

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 13,041,442 12,681,798

減価償却累計額 △7,119,535 △7,187,764

建物及び構築物（純額） 5,921,906 5,494,034

機械装置及び運搬具 39,055,261 38,654,688

減価償却累計額 △30,240,331 △30,302,859

機械装置及び運搬具（純額） 8,814,929 8,351,828

工具、器具及び備品 4,772,506 4,884,729

減価償却累計額 △3,784,192 △3,955,444

工具、器具及び備品（純額） 988,313 929,285

土地 3,521,111 3,479,791

リース資産 1,318,304 1,243,989

減価償却累計額 △725,391 △723,993

リース資産（純額） 592,913 519,996

建設仮勘定 2,317,114 2,675,523

有形固定資産合計 22,156,290 21,450,459

無形固定資産

電話加入権 11,407 11,407

リース資産 103,807 98,050

その他 146,504 138,541

無形固定資産合計 261,719 247,999

投資その他の資産

投資有価証券 2,032,954 2,084,849

長期貸付金 15,045 18,138

繰延税金資産 1,100,215 1,042,808

その他 115,587 103,102

貸倒引当金 △10,265 △10,242

投資その他の資産合計 3,253,536 3,238,656

固定資産合計 25,671,546 24,937,116

資産合計 41,218,463 40,592,709
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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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,309,693 2,966,290

電子記録債務 3,120,146 3,224,173

短期借入金 5,114,148 5,089,494

1年内返済予定の長期借入金 1,542,501 1,708,024

リース債務 168,940 164,860

未払法人税等 340,362 250,914

未払消費税等 83,672 170,067

未払費用 672,522 658,595

繰延税金負債 11,830 7,760

賞与引当金 892,712 941,927

役員賞与引当金 45,278 22,363

設備関係支払手形 78,000 81,225

その他 758,259 496,107

流動負債合計 16,138,069 15,781,804

固定負債

長期借入金 3,365,149 3,693,383

リース債務 639,350 549,534

役員退職慰労引当金 90,536 82,409

退職給付に係る負債 4,083,366 4,067,376

資産除去債務 318,486 320,617

その他 26,066 36,155

固定負債合計 8,522,956 8,749,475

負債合計 24,661,025 24,531,280

純資産の部

株主資本

資本金 2,203,000 2,203,000

資本剰余金 1,722,945 1,722,945

利益剰余金 10,404,123 10,586,169

自己株式 △28,766 △29,110

株主資本合計 14,301,303 14,483,004

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 852,993 888,819

為替換算調整勘定 269,860 △384,080

退職給付に係る調整累計額 △661,009 △580,171

その他の包括利益累計額合計 461,843 △75,432

非支配株主持分 1,794,291 1,653,857

純資産合計 16,557,437 16,061,429

負債純資産合計 41,218,463 40,592,709
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 19,343,732 18,518,259

売上原価 16,468,608 15,619,272

売上総利益 2,875,123 2,898,986

販売費及び一般管理費 1,865,375 1,922,898

営業利益 1,009,748 976,088

営業外収益

受取利息 5,036 5,402

受取配当金 31,990 25,077

作業くず売却収入 12,774 9,055

雑収入 47,186 37,424

営業外収益合計 96,989 76,960

営業外費用

支払利息 111,323 105,173

固定資産除却損 7,543 15,282

為替差損 44,667 156,505

デリバティブ評価損 － 10,879

雑支出 4,809 10,156

営業外費用合計 168,344 297,996

経常利益 938,393 755,051

税金等調整前四半期純利益 938,393 755,051

法人税等 330,280 245,369

四半期純利益 608,112 509,681

非支配株主に帰属する四半期純利益 88,889 166,296

親会社株主に帰属する四半期純利益 519,223 343,384
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 608,112 509,681

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △231,750 27,998

為替換算調整勘定 △608,288 △873,368

退職給付に係る調整額 33,489 81,058

その他の包括利益合計 △806,550 △764,311

四半期包括利益 △198,437 △254,630

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △203,514 △202,047

非支配株主に係る四半期包括利益 5,077 △52,583
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（４）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）

　１.前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

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)

報告セグメント
その他
（注１）

総合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

粉末冶金
製品事業

油圧機器
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 18,457,340 881,267 19,338,607 5,124 19,343,732 ― 19,343,732

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 18,457,340 881,267 19,338,607 5,124 19,343,732 ― 19,343,732

セグメント利益 1,609,734 241,566 1,851,301 1,115 1,852,416 △842,668 1,009,748

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり、発電および売電に関する事業で

す。

２ セグメント利益の調整額△842,668千円は、全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。

３ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２.当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

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)

報告セグメント
その他
（注１）

総合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

粉末冶金
製品事業

油圧機器
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 17,645,598 867,631 18,513,229 5,029 18,518,259 ― 18,518,259

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 17,645,598 867,631 18,513,229 5,029 18,518,259 ― 18,518,259

セグメント利益 1,676,055 222,689 1,898,744 1,493 1,900,237 △924,149 976,088

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり、発電および売電に関する事業で

す。

２ セグメント利益の調整額△924,149千円は、全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。

３ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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