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(百万円未満切捨て)

１．平成29年８月期第２四半期の連結業績（平成28年９月１日～平成29年２月28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８月期第２四半期 25,674 15.9 1,811 40.7 1,805 34.4 1,186 33.5

28年８月期第２四半期 22,157 △10.5 1,287 △30.2 1,342 △33.1 889 △31.2

(注) 包括利益 29年８月期第２四半期 1,609百万円 ( 184.3％) 28年８月期第２四半期 565百万円 (△68.2％)

　

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８月期第２四半期 92.01 ―

28年８月期第２四半期 68.94 ―
　

（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８月期第２四半期 36,069 20,518 56.7

28年８月期 33,369 19,384 57.9

(参考) 自己資本 29年８月期第２四半期 20,433百万円 28年８月期 19,306百万円

　

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８月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00

29年８月期 ― 27.00

29年８月期(予想) ― 28.00 55.00

(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８月期の連結業績予想（平成28年９月１日～平成29年８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 51,000 10.8 3,400 11.8 3,450 11.3 2,250 8.8 174.41

(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 ： 無

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８月期２Ｑ 14,415,319株 28年８月期 14,415,319株

② 期末自己株式数 29年８月期２Ｑ 1,514,735株 28年８月期 1,514,485株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年８月期２Ｑ 12,900,734株 28年８月期２Ｑ 12,900,918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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、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

　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。

　当社は、平成29年４月21日に証券アナリスト及び機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配

布する資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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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わが国経済は、雇用や所得環境の改善が続くなど緩やかな回復基調が続きま

したが、米国の政権交代による世界経済への影響や中国をはじめとするアジア新興国の景気の足踏み等の影響によ

り、先行き不透明な状況が続きました。

　当社グループの商・製品の主要ユーザーである自動車業界は、設備投資面では安全、環境問題などの社会的要請に

対応する新技術への投資や老朽化更新、合理化・省力化投資、次世代自動車の研究開発投資が引き続き高い水準で実

施され、当社はこれらの需要に積極的に応えてまいりました。

　このような状況のなか、当第２四半期連結累計期間における売上高は、256億74百万円（前年同期比15.9％増）、

また、経常利益につきましては、18億５百万円（前年同期比34.4％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益

は11億86百万円（前年同期比33.5％増）となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

　①日本

主に溶接設備、切断機など日系自動車メーカーおよび同部品メーカー向けの設備投資受注やロケット用溶接治具

の受注を受け、売上高は206億58百万円（前年同期比12.5％増）、セグメント利益は15億24百万円（前年同期比33.0

％増）となりました。

　②米国

主に日系自動車メーカー向け新車種生産ラインの溶接設備等の売上があったことなどから、売上高は24億78百万

円（前年同期比76.3％増）、セグメント利益は67百万円（前年同期比426.7％増）となりました。

　③東南アジア

日系自動車メーカー向け生産設備等の売上は前年並みにあったものの、為替の影響などから、売上高は16億20百

万円（前年同期比5.1％減）、セグメント利益は１億47百万円（前年同期比3.5％減）となりました。

　④中国

日系自動車メーカー向け生産指示や制御盤、中国機械メーカー向け射出成形機部品や日系電機メーカー向け溶接

材料の売上があったことなどから、売上高は９億16百万円（前年同期比33.4％増）、セグメント利益は23百万円（前

年同期は20百万円のセグメント損失）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債および純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、360億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億円増加いたしまし

た。

　流動資産は前連結会計年度末に比べ27億７百万円増加し、295億69百万円となりました。これは主に、現金及び預

金が15億34百万円増加したほか、受取手形及び売掛金が５億55百万円、電子記録債権が４億13百万円増加したことに

よるものであります。

　固定資産は前連結会計年度末に比べ７百万円減少し、64億99百万円となりました。これは主に、非連結子会社を連

結の範囲に含めたことに伴う関係会社出資金の減少等により投資その他の資産のその他が４億48百万円減少しました

が、有形固定資産が２億５百万円、投資有価証券が２億33百万円増加したことによるものであります。

　流動負債は前連結会計年度末に比べ15億37百万円増加し、148億97百万円となりました。これは主に支払手形及び

買掛金が11億52百万円、前受金の増加等により流動負債のその他が３億６百万円増加したことによるものでありま

す。

　固定負債は前連結会計年度末に比べ28百万円増加し、６億53百万円となりました。

　純資産合計は前連結会計年度末に比べ11億33百万円増加し、205億18百万円となりました。

　以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の57.9％から1.2ポイント低下し56.7%となりました。

　②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ23億９百

万円減少し、80億18百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、18億66百万円（前年同期に比べ４億75百万円の収入増）となりました。これは

主に売上債権の増加７億59百万円、法人税等の支払額等４億76百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四

半期純利益17億45百万円、仕入債務の増加額10億23百万円により資金が増加したことによるものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、40億65百万円（前年同期に比べ６億11百万円の支出増）となりました。これは

主に、定期預金の預入による支出38億40百万円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、３億29百万円（前年同期に比べ13百万円の支出減）となりました。これは主に

配当金の支払額３億22百万円の支出があったことによるものであります。

（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８月期の連結業績予想につきましては、平成28年10月13日に公表いたしました業績予想から変更してお

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

該当事項はありません。

（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８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,327,639 11,862,374

受取手形及び売掛金 11,017,669 11,573,319

電子記録債権 1,944,236 2,357,427

商品及び製品 1,824,508 1,524,119

仕掛品 848,451 1,389,750

原材料及び貯蔵品 311,248 302,190

その他 594,487 566,371

貸倒引当金 △6,100 △6,100

流動資産合計 26,862,141 29,569,455

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,453,021 1,524,906

その他（純額） 2,675,286 2,808,841

有形固定資産合計 4,128,307 4,333,747

無形固定資産 149,781 152,460

投資その他の資産

投資有価証券 1,573,733 1,807,588

その他 725,848 277,813

貸倒引当金 △70,611 △71,651

投資その他の資産合計 2,228,969 2,013,749

固定資産合計 6,507,059 6,499,957

資産合計 33,369,201 36,069,413

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,068,485 13,220,543

未払法人税等 472,091 545,393

引当金 223,390 228,930

その他 595,355 902,351

流動負債合計 13,359,323 14,897,219

固定負債

引当金 168,210 170,640

退職給付に係る負債 12,110 13,227

その他 444,726 469,821

固定負債合計 625,046 653,689

負債合計 13,984,370 15,550,908
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 951,106 951,106

資本剰余金 996,851 996,851

利益剰余金 18,968,461 19,658,264

自己株式 △1,137,429 △1,137,856

株主資本合計 19,778,990 20,468,366

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 160,538 246,360

繰延ヘッジ損益 △18 241

土地再評価差額金 △528,201 △512,650

為替換算調整勘定 △105,050 231,504

その他の包括利益累計額合計 △472,732 △34,543

非支配株主持分 78,572 84,681

純資産合計 19,384,831 20,518,504

負債純資産合計 33,369,201 36,069,413
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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９月１日
　至 平成28年２月29日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年２月28日)

売上高 22,157,783 25,674,322

売上原価 18,587,556 21,611,945

売上総利益 3,570,227 4,062,377

販売費及び一般管理費 2,283,108 2,250,800

営業利益 1,287,118 1,811,576

営業外収益

受取利息 6,478 3,713

受取配当金 8,824 18,955

受取賃貸料 9,066 15,103

為替差益 1,926 -

その他 33,129 19,804

営業外収益合計 59,425 57,576

営業外費用

為替差損 - 49,827

その他 3,863 14,247

営業外費用合計 3,863 64,074

経常利益 1,342,681 1,805,078

特別利益

固定資産売却益 2,557 155

特別利益合計 2,557 155

特別損失

固定資産除売却損 1,080 260

減損損失 - 59,538

その他 0 -

特別損失合計 1,081 59,799

税金等調整前四半期純利益 1,344,157 1,745,434

法人税、住民税及び事業税 385,849 559,827

法人税等調整額 72,481 △867

法人税等合計 458,331 558,960

四半期純利益 885,825 1,186,474

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △3,612 △503

親会社株主に帰属する四半期純利益 889,437 1,186,978
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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９月１日
　至 平成28年２月29日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年２月28日)

四半期純利益 885,825 1,186,474

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △132,190 85,822

繰延ヘッジ損益 1,350 260

為替換算調整勘定 △189,071 336,555

その他の包括利益合計 △319,911 422,637

四半期包括利益 565,914 1,609,112

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 576,747 1,603,003

非支配株主に係る四半期包括利益 △10,832 6,108
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成28年２月29日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,344,157 1,745,434

減価償却費 157,291 166,221

減損損失 - 59,538

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,182 16,193

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28,125 △11,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △156,970 2,430

受取利息及び受取配当金 △15,303 △22,669

為替差損益（△は益） 2,740 △2,731

売上債権の増減額（△は増加） 185,055 △759,232

たな卸資産の増減額（△は増加） △177,569 △158,598

仕入債務の増減額（△は減少） 921,273 1,023,500

未払消費税等の増減額（△は減少） △95,775 △46,056

前渡金の増減額（△は増加） 25,369 880

前受金の増減額（△は減少） △164,497 311,368

その他 △45,532 723

小計 1,982,297 2,325,403

利息及び配当金の受取額 9,399 18,293

法人税等の支払額 △599,960 △476,797

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,391,736 1,866,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,350,000 △3,840,071

定期預金の払戻による収入 350,000 -

有価証券の償還による収入 100,000 -

有形及び無形固定資産の取得による支出 △185,657 △114,071

投資有価証券の取得による支出 △401,538 △102,777

関係会社貸付金の回収による収入 35,498 3,000

その他 △2,359 △11,509

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,454,056 △4,065,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △6,282 △6,714

自己株式の取得による支出 △205 △427

自己株式の処分による収入 129 -

配当金の支払額 △335,447 △322,375

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△1,220 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △343,025 △329,517

現金及び現金同等物に係る換算差額 △92,444 114,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,497,790 △2,413,368

現金及び現金同等物の期首残高 10,071,614 10,327,639

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 103,923

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,573,824 8,018,194
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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）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年９月１日 至 平成28年２月29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

報告セグメント
合計

（千円）日本
（千円）

米国
（千円）

東南アジア
（千円）

中国
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 18,357,486 1,406,073 1,707,560 686,663 22,157,783

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,752,885 146,923 50,541 150,920 2,101,270

計 20,110,371 1,552,997 1,758,101 837,584 24,259,054

セグメント利益
又は損失（△）

1,146,214 12,902 152,704 △20,749 1,291,073

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)

利益
金額

（千円）

報告セグメント計 1,291,073

セグメント間取引消去 8,787

未実現利益の調整 △12,741

四半期連結損益計算書の営業利益 1,287,118

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年９月１日 至 平成29年２月28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

報告セグメント
合計

（千円）日本
（千円）

米国
（千円）

東南アジア
（千円）

中国
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 20,658,819 2,478,973 1,620,223 916,306 25,674,322

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,406,454 157,814 64,598 84,054 2,712,922

計 23,065,274 2,636,788 1,684,821 1,000,361 28,387,245

セグメント利益 1,524,075 67,952 147,295 23,048 1,762,372

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)

利益
金額

（千円）

報告セグメント計 1,762,372

セグメント間取引消去 42,696

未実現利益の調整 6,507

四半期連結損益計算書の営業利益 1,811,576
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「日本」セグメントにおいて、東京営業部移転に伴う減損損失を59,538千円計上しております。
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