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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12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３月期第３四半期 3,089 △29.9 19 △97.0 30 △95.5 1 △99.7

28年３月期第３四半期 4,407 13.3 658 132.8 673 120.1 445 78.7
(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 54百万円(△87.6％) 28年３月期第３四半期 444百万円( 39.3％)
　

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３四半期 0.20 ―

28年３月期第３四半期 69.27 ―
　

　

（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３四半期 8,298 5,473 65.6

28年３月期 8,814 5,528 62.2
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 5,443百万円 28年３月期 5,486百万円
　

　

　

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

29年３月期 ― 7.00 ―

29年３月期(予想) 9.00 16.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注) 平成29年３月期期末配当金（予想）の内訳 普通配当：７円00銭 記念配当：２円00銭
　

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 4,923 △20.6 235 △74.3 239 △74.2 127 △79.6 19.85
(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 ： 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３ページ「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３月期３Ｑ 7,028,000株 28年３月期 7,028,000株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 599,294株 28年３月期 599,294株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 6,428,706株 28年３月期３Ｑ 6,428,706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。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、添付資料２ページ「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。
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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工作機械業界は、展示会や年末効果が受注増に寄与したものの、4月から12月

の受注総額は9,316億円と、前年同期比減となりました。内需は、展示会効果により12月の受注額が11ヵ月ぶりの前

年同月比増となりましたが、受注総額は前年同期比減となりました。外需も、アジア、欧州、北米の主要３極で前

年同期比減となっており、特にアジアにおいては前年同期比28.0%減と大きく減少しております。今後は、海外の政

情リスクや経済の先行き不透明感等により、設備投資への慎重な動きが継続する可能性があります。

このような経済環境下、当社グループは新たに複合外周研削盤「APX-105」及び全自動溝入れ工具研削盤

「GIG-202」を市場投入し、販売拡大に取り組んでまいりました。また、全自動プロファイル研削盤「iPG-X」を開

発し、高精度加工の自動化に向けた製品ラインナップの充実を図っております。当第３四半期連結会計期間におい

ては、これらの新機種を2016年11月に開催された「JIMTOF2016」に出展し、積極的な受注活動を行ってまいりまし

た。

海外展開につきましては、台湾の連結子会社である和井田友嘉精機股份有限公司を活用し、部品調達や生産委託

による生産の最適化を推進しております。欧米地域においては、ドイツのHAAS社との販売提携契約を継続するほか、

欧米系の大手切削工具メーカーの市場獲得に向けた販売活動を実施しております。

しかし、国内外における設備投資への慎重な動きから受注が減少し、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,089

百万円（前年同期比29.9%減）となりました。また、利益面においても新機種販売に伴う広告宣伝費などの経費の増

加により、営業利益は19百万円（前年同期比97.0%減）、経常利益は30百万円（前年同期比95.5%減）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は1百万円（前年同期比99.7%減）となりました。

　 品目別に業績を示すと、次のとおりであります。

　 (金型関連研削盤)

国内及び中国並びにアジア地域向けの販売が減少し、結果として売上高は990百万円（前年同期比39.6%減）と

なりました。金型関連研削盤の売上高は当社グル―プの総売上高の32.1％を占めております。

　 (切削工具関連研削盤)

国内向けの販売は前年同期比で増加しましたが、海外向けの販売が減少し、売上高は1,315百万円（前年同期比

31.2%減）となりました。切削工具関連研削盤の売上高は当社グループの総売上高の42.6％を占めております。

　 (その他の機械)

NCプロッター（作図機）等の機械については、売上高は57百万円（前年同期比59.9%減）となりました。その他

の機械の売上高は、当社グループの総売上高の1.9％を占めております。

　 (アフターサービス)

アフターサービス(有償修理)及びメンテナンス部品については、売上高は725百万円(前年同期比2.0%増)となり

ました。アフターサービスにおける売上高は、当社グループの総売上高の23.4％を占めております。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

　総資産は、前連結会計年度末に比べ515百万円減少し、8,298百万円となりました。これは、主として現金及び預

金が390百万円、仕掛品が154百万円増加し、受取手形及び売掛金が1,015百万円減少したことなどによります。

負債は、前連結会計年度末に比べ461百万円減少し、2,824百万円となりました。これは、主として長期借入金が

300百万円増加し、支払手形及び買掛金が177百万円、未払法人税等が294百万円減少したことなどによります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ54百万円減少し、5,473百万円となりました。これは、主として利益剰余

金が107百万円減少したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成28年11月４日に公表いたしました連結業績予想から変

更ありません。
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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

　 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）

　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。

　この結果、当第３四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与える影響は軽微

であります。

（４）追加情報

（追加情報）

　「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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,019,956 2,410,586

受取手形及び売掛金 1,969,011 953,918

商品及び製品 54,826 74,339

仕掛品 1,343,846 1,497,924

原材料及び貯蔵品 473,346 516,834

繰延税金資産 67,496 28,391

その他 38,487 184,227

貸倒引当金 △253 △123

流動資産合計 5,966,716 5,666,099

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 769,712 752,786

機械装置及び運搬具（純額） 392,528 304,081

土地 853,226 853,226

リース資産（純額） 314,263 243,505

その他（純額） 29,742 25,590

有形固定資産合計 2,359,473 2,179,190

無形固定資産 29,171 28,945

投資その他の資産

投資有価証券 271,277 346,294

繰延税金資産 42,153 35,246

その他 146,930 43,944

貸倒引当金 △1,345 △1,297

投資その他の資産合計 459,016 424,187

固定資産合計 2,847,661 2,632,323

資産合計 8,814,378 8,298,423
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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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 545,878 368,600

短期借入金 274,700 223,982

1年内返済予定の長期借入金 579,897 893,854

リース債務 97,480 96,472

役員賞与引当金 78,400 -

未払法人税等 294,305 136

その他 283,665 183,332

流動負債合計 2,154,328 1,766,379

固定負債

長期借入金 687,971 674,450

長期未払金 49,030 49,030

退職給付に係る負債 163,926 175,887

長期リース債務 231,084 159,034

固定負債合計 1,132,012 1,058,401

負債合計 3,286,341 2,824,781

純資産の部

株主資本

資本金 843,300 843,300

資本剰余金 881,244 881,244

利益剰余金 4,098,980 3,990,985

自己株式 △406,664 △406,664

株主資本合計 5,416,860 5,308,865

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 62,156 125,368

為替換算調整勘定 7,912 9,739

その他の包括利益累計額合計 70,069 135,107

非支配株主持分 41,107 29,668

純資産合計 5,528,037 5,473,641

負債純資産合計 8,814,378 8,298,423
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 4,407,101 3,089,370

売上原価 2,621,527 1,915,055

売上総利益 1,785,573 1,174,315

販売費及び一般管理費 1,127,377 1,154,385

営業利益 658,196 19,929

営業外収益

受取利息 453 72

受取配当金 8,906 9,052

受取賃貸料 11,767 11,965

為替差益 4,279 -

その他 4,598 8,655

営業外収益合計 30,006 29,745

営業外費用

支払利息 13,432 14,786

為替差損 - 3,239

その他 1,530 1,530

営業外費用合計 14,963 19,557

経常利益 673,238 30,117

特別利益

固定資産売却益 5,800 9

特別利益合計 5,800 9

特別損失

固定資産除却損 690 1,665

その他 - 584

特別損失合計 690 2,249

税金等調整前四半期純利益 678,349 27,878

法人税、住民税及び事業税 256,992 5,015

法人税等調整額 △18,287 34,503

法人税等合計 238,704 39,518

四半期純利益又は四半期純損失（△） 439,645 △11,640

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △5,654 △12,933

親会社株主に帰属する四半期純利益 445,299 1,293
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 439,645 △11,640

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,559 63,211

為替換算調整勘定 △5,786 3,321

その他の包括利益合計 4,772 66,533

四半期包括利益 444,417 54,892

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 452,675 66,332

非支配株主に係る四半期包括利益 △8,258 △11,439
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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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