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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 1,426 15.3 91 29.3 76 32.7 53 58.8

28年３月期第３四半期 1,236 18.2 70 ― 57 ― 33 ―
(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 47百万円( 45.2％) 28年３月期第３四半期 32百万円( ― ％)

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３四半期 8.58 ―

28年３月期第３四半期 5.40 ―

（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 4,419 3,071 69.5

28年３月期 4,093 3,030 74.0
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 3,071百万円 28年３月期 3,030百万円

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 ― 1.00 1.00

29年３月期 ― 0.00 ―

29年３月期(予想) 1.00 1.00
(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、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 1,667 2.4 87 30.4 83 50.0 56 74.0 9.11
(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
　

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特
有の会計処理の適用」をご覧ください。

（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．３「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３月期３Ｑ 6,245,000株 28年３月期 6,245,000株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 3,948株 28年３月期 2,966株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 6,241,157株 28年３月期３Ｑ 6,242,740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は終了しておりません。

※ 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未透視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Ｐ．２「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。
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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日本経済は、中国を始めとする新興国経済の減速、米国大統領選挙の影響等

による為替相場の変動による影響もあったものの、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、「breakthrough 有効性の検証」を方針に掲げ、新たな顧客への提案

型営業を進め、顧客ニーズに応える応用製品の開発及び販売を進めることにより収益基盤を強化するとともに、引

き続き、生産性の向上・原価低減等、収益の改善にも取り組んで参りました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、1,426,361千円（前年同四半期比15.3％増）、経常利益は

76,332千円（前年同四半期比32.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は53,551千円（前年同四半期比58.8

％増）となりました。

主力製品であります直動機器につきましては、産業用機械業界及び民生向けに販売を進め、当第３四半期連結累

計期間の売上高は868,258千円と前年同四半期と比べ50,220千円の増加（前年同四半期比6.1％増）となりました。

精密部品加工につきましては、レース用部品の売上が好調に推移していることから、売上高は441,197千円と前年

同四半期と比べ119,490千円の増加（前年同四半期比37.1％増）となりました。

ユニット製品につきましては、液晶製造装置等の産業用製造装置向けに販売を進め、売上高は116,905千円と前年

同四半期と比べ20,096千円の増加（前年同四半期比20.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は4,419,900千円となり、前連結会計年度末と比べ326,081千円の増

加となりました。主な要因は、現金及び預金81,734千円、売上債権147,077千円、機械装置及び運搬具68,909千円の

増加によるものであります。

負債は1,348,537千円となり、前連結会計年度末と比べ284,886千円の増加となりました。主な要因は、仕入債務

198,877千円、借入金100,339千円の増加によるものであります。

純資産は3,071,362千円となり、前連結会計年度末と比べ41,194千円の増加となりました。主な要因は、利益剰余

金47,309千円の増加によるものであります。その結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は69.5

％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

当第３四半期連結累計期間の営業利益の実績値が通期連結業績予想を上回っておりますが、平成29年３月期の連

結業績予想につきましては、売上の動向が不透明であり、今後様々な要因の変化によって大きく異なる結果となる

可能性があるため、現時点において平成28年５月13日公表の「平成28年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

の業績予想から変更をしておりません。今後修正の必要性が生じた場合は速やかに開示いたします。
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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３四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によっておりま

す。ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法によっ

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

（会計方針の変更等）

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日以後に取得する建物附属

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３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額はありません。

　

（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」（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 744,952 826,686

受取手形及び売掛金 246,092 301,818

電子記録債権 261,197 352,548

商品及び製品 250,963 192,289

仕掛品 377,595 455,225

原材料及び貯蔵品 170,584 161,846

その他 58,059 94,397

流動資産合計 2,109,445 2,384,812

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 630,977 602,793

機械装置及び運搬具（純額） 98,489 167,399

工具、器具及び備品（純額） 24,569 19,291

土地 1,063,504 1,063,504

リース資産（純額） 61,464 62,310

建設仮勘定 1,358 4,084

有形固定資産合計 1,880,364 1,919,382

無形固定資産 11,446 11,476

投資その他の資産

保険積立金 65,729 77,883

その他 26,833 26,345

投資その他の資産合計 92,562 104,229

固定資産合計 1,984,373 2,035,087

資産合計 4,093,818 4,419,900

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 207,996 368,640

電子記録債務 42,689 80,922

短期借入金 50,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 123,508 130,895

リース債務 16,356 19,022

未払金 30,104 19,401

未払法人税等 25,000 15,783

賞与引当金 19,591 5,540

営業外支払手形 16,383 30,839

その他 57,310 49,432

流動負債合計 588,939 730,477

固定負債

長期借入金 281,215 414,167

リース債務 46,663 44,874

役員退職慰労引当金 82,927 90,381

退職給付に係る負債 63,905 68,637

固定負債合計 474,711 618,060

負債合計 1,063,650 1,348,537
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 717,495 717,495

資本剰余金 664,455 664,455

利益剰余金 1,638,778 1,686,087

自己株式 △467 △687

株主資本合計 3,020,261 3,067,349

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △160 976

為替換算調整勘定 10,067 3,035

その他の包括利益累計額合計 9,906 4,012

純資産合計 3,030,167 3,071,362

負債純資産合計 4,093,818 4,419,900
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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 1,236,553 1,426,361

売上原価 859,441 1,010,691

売上総利益 377,111 415,670

販売費及び一般管理費 306,726 324,630

営業利益 70,385 91,039

営業外収益

受取利息 134 82

有価証券評価益 － 395

受取手数料 － 539

廃材売却収入 99 106

その他 19 158

営業外収益合計 253 1,282

営業外費用

支払利息 4,633 3,614

為替差損 8,381 12,374

その他 106 －

営業外費用合計 13,120 15,989

経常利益 57,517 76,332

特別利益

固定資産売却益 134 2,999

特別利益合計 134 2,999

特別損失

固定資産除却損 441 13

特別損失合計 441 13

税金等調整前四半期純利益 57,210 79,319

法人税等 23,482 25,768

四半期純利益 33,728 53,551

親会社株主に帰属する四半期純利益 33,728 53,551
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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 33,728 53,551

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △479 1,137

為替換算調整勘定 △419 △7,031

その他の包括利益合計 △899 △5,894

四半期包括利益 32,829 47,657

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 32,829 47,657
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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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