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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６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 ％

30年３月期第１四半期 2,313 △1.7 △32 △114.4 6 △96.5 △5 △104.6

29年３月期第１四半期 2,352 △3.7 224 826.7 182 282.3 111 280.8

(注)包括利益 30年３月期第１四半期 61 百万円 ( ―％) 29年３月期第１四半期 △76 百万円 ( △159.3％)

　

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

30年３月期第１四半期 △0.17 ―

29年３月期第１四半期 3.76 ―
　
（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 ％

30年３月期第１四半期 15,756 6,838 43.4

29年３月期 15,569 6,895 44.3

(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 6,838 百万円 29年３月期 6,895 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

29年３月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) 0.00 ― 30.00 ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
※当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式10株を１株とする株式併合を予定しており、平成30年３月期
（予想）の１株当たり期末配当金は、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。詳細につきましては、
「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご参照ください。

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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 9,700 2.0 480 33.2 480 33.8 330 4.5 110.99

(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30年３月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益は、株式併合の影響を考慮した金額を記載しておりま
す。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご参照ください。
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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)

　 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

（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) 30年３月期１Ｑ 29,929,996株 29年３月期 29,929,996株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 197,775株 29年３月期 197,454株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 29,732,409株 29年３月期１Ｑ 29,733,885株

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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。

２．当社は平成29年６月28日開催の第91回定時株主総会での決議に基づき、平成29年10月１日を効力発生日として普
通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行い、併せて同日付で単元株式数の変更（1,000株から100株への変
更）を実施いたします。なお、株式併合を考慮しない場合の平成30年３月期の配当予想及び連結業績予想は以下のと
おりです。
（１）平成30年３月期の配当予想
　 １株当たり配当金
　 第２四半期末 ０円
　 期末 ３円
（２）平成30年３月期の連結業績予想
　 １株当たり当期純利益
　 通期 11円10銭
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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わが国経済は、雇用環境の改善を背景に個人消費の持ち直し、設備投資や輸

出が増加したことから、緩やかな回復基調で推移しました。また海外においては、米国・欧州経済は比較的堅調に

推移し、中国においても成長ペースに持ち直しがみられるものの、依然として先行き不透明な状況で推移しました。

こうした中、当社グループにおきましては、金型高能率加工用工具の「ＱＭミル」に仕上げ加工用チップ「ＹＯ

ＨＷ」形を追加発売し、高能率かつ高精度加工を実現致しました。また４月に東京ビッグサイトで開催されました

「ＩＮＴＥＲＭＯＬＤ2017」に出展し、多くのお客様にご来場いただきました。今後はドイツハノーバーで開催さ

れる「ＥＭＯ」や名古屋で開催される「メカトロテックジャパン2017」への出展を予定しており、その他国内外の

様々な見本市へ積極的に出展する予定です。こうした販売促進活動を通して、お客様のご要望を形にする事によっ

て商品の市場競争力を高め、販売拡大を図りました。

連結売上高は、前年同期比1.7％減の2,313百万円となりました。このうち国内販売は前年同期比3.2％減の1,318

百万円となり、輸出は同0.4％増の995百万円となりました。輸出の地域別では、北米向けが前年同期比5.9％増の

214百万円、欧州向けが同10.4％減の258百万円、アジア向けが同4.8％増の511百万円、その他地域向けが同14.0％

減の9百万円となり、この結果、連結売上高に占める輸出の割合は、前年同期に比べ0.9ポイント増加し43.0％とな

りました。

製品別では、焼肌チップが前年同期比10.7％減の303百万円、切削工具が同0.3％減の1,655百万円、耐摩耗工具が

同6.5％減の325百万円となりました。

収益面では、工場稼働率の低下により売上原価が上昇し、連結営業利益は前年同期比114.4％減の△32百万円とな

り、経常利益は同96.5％減の6百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同104.6％減の△5百万円となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

資産は前連結会計年度末に比べ187百万円増加し15,756百万円となりました。このうち流動資産は243百万円の増

加、固定資産は56百万円の減少となりました。　

流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が335百万円増加し、商品及び製品が132百万円減少したことであり

ます。

固定資産のうち、有形固定資産は133百万円減少しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上による減少188

百万円、設備投資の実施による増加56百万円であります。投資その他の資産は86百万円増加しました。変動の主な

要因は、投資有価証券の評価額が株価の上昇を受け88百万円増加したことであります。

(負債)

負債は前連結会計年度末に比べ244百万円増加し、8,918百万円となりました。このうち流動負債は18百万円の増

加、固定負債は225百万円の増加となりました。

流動負債の変動の主な要因は、未払費用が252百万円増加し、短期借入金が93百万円、賞与引当金が109百万円そ

れぞれ減少したことであります。

固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が221百万円増加したことであります。

(純資産)

純資産は前連結会計年度末に比べ57百万円減少し、6,838百万円となりました。このうち株主資本は、配当の実施

や、親会社株主に帰属する四半期純損失が5百万円であったこと等により124百万円減少し、6,346百万円となりまし

た。また、株式の時価評価等によりその他の包括利益累計額は67百万円増加し、491百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点では平成29年５月12日に公表しました業績予想に変更はございません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,323,040 1,658,426

受取手形及び売掛金 2,154,583 2,113,103

商品及び製品 2,531,854 2,399,401

仕掛品 981,526 1,048,551

原材料及び貯蔵品 891,335 825,837

繰延税金資産 169,652 184,950

その他 115,691 184,184

貸倒引当金 △9,402 △12,654

流動資産合計 8,158,280 8,401,802

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 863,320 861,313

機械装置及び運搬具（純額） 3,328,515 3,193,096

土地 1,032,379 1,032,379

リース資産（純額） 4,000 1,600

その他（純額） 163,579 169,710

有形固定資産合計 5,391,794 5,258,099

無形固定資産 66,619 57,792

投資その他の資産

投資有価証券 1,380,137 1,468,253

関係会社出資金 205,245 200,998

差入保証金 58,224 58,313

保険積立金 323,930 327,297

その他 14,746 11,579

貸倒引当金 △29,761 △27,652

投資その他の資産合計 1,952,523 2,038,789

固定資産合計 7,410,938 7,354,682

資産合計 15,569,219 15,756,484
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 468,112 527,240

電子記録債務 495,929 491,823

短期借入金 2,081,250 1,987,333

未払法人税等 45,248 31,021

賞与引当金 185,964 76,924

未払費用 59,389 312,261

その他 344,366 272,567

流動負債合計 3,680,261 3,699,172

固定負債

長期借入金 3,184,780 3,406,144

資産除去債務 17,560 17,560

長期未払金 374,149 374,149

退職給付に係る負債 1,342,883 1,321,014

繰延税金負債 74,338 100,336

固定負債合計 4,993,711 5,219,204

負債合計 8,673,972 8,918,376

純資産の部

株主資本

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 1,703,329 1,703,329

利益剰余金 1,712,147 1,588,042

自己株式 △44,229 △44,287

株主資本合計 6,470,442 6,346,278

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 458,618 519,366

為替換算調整勘定 67,478 62,869

退職給付に係る調整累計額 △101,292 △90,405

その他の包括利益累計額合計 424,804 491,829

純資産合計 6,895,246 6,838,108

負債純資産合計 15,569,219 15,756,484
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 2,352,757 2,313,336

売上原価 1,480,651 1,659,934

売上総利益 872,105 653,401

販売費及び一般管理費 647,614 685,724

営業利益又は営業損失（△） 224,490 △32,323

営業外収益

受取利息 5 4

受取配当金 15,854 13,186

為替差益 - 30,864

その他 6,464 9,424

営業外収益合計 22,323 53,479

営業外費用

支払利息 11,941 10,186

為替差損 44,578 -

持分法による投資損失 6,416 -

その他 1,566 4,541

営業外費用合計 64,503 14,727

経常利益 182,310 6,428

特別利益

固定資産売却益 - 16

特別利益合計 - 16

特別損失

固定資産除売却損 0 4,111

特別損失合計 0 4,111

税金等調整前四半期純利益 182,310 2,333

法人税、住民税及び事業税 72,383 22,972

法人税等調整額 △1,810 △15,464

法人税等合計 70,572 7,508

四半期純利益又は四半期純損失（△） 111,738 △5,175

非支配株主に帰属する四半期純利益 － -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

111,738 △5,175
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 111,738 △5,175

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △142,366 60,747

為替換算調整勘定 △44,756 3,455

退職給付に係る調整額 10,026 10,886

持分法適用会社に対する持分相当額 △11,593 △8,064

その他の包括利益合計 △188,690 67,025

四半期包括利益 △76,952 61,849

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △76,952 61,849

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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。

（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１四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を採用しており

ます。ただし、この計算で合理性を欠く場合には、税引前四半期純利益を調整のうえ、法定実効税率を用いて税金

費用を計算しております。
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３．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

　 ① 生産実績

製品区分

前第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

当第１四半期連結累計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 358,192 14.9 313,461 14.2 △44,731 △12.5

切削工具 1,718,247 71.3 1,592,668 72.2 △125,579 △7.3

耐摩耗工具 330,493 13.7 296,868 13.5 △33,625 △10.2

その他 2,949 0.1 1,599 0.1 △1,350 △45.8

合計 2,409,881 100.0 2,204,596 100.0 △205,285 △8.5

　 (注) １ 金額は販売価格で表示しております。

　 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

製品区分

前第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

当第１四半期連結累計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

比較増減

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 333,141 94,848 314,714 93,156 △18,427 △1,692

切削工具 1,624,151 398,168 1,723,435 499,917 99,284 101,749

耐摩耗工具 300,947 157,198 362,150 211,618 61,203 54,420

その他 5,354 4,167 27,993 3,465 22,639 △702

合計 2,263,593 654,381 2,428,292 808,156 164,699 153,775

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

製品区分

前第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

当第１四半期連結累計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 339,630 14.4 303,129 13.1 △36,501 △10.7

切削工具 1,661,018 70.6 1,655,648 71.6 △5,370 △0.3

耐摩耗工具 347,803 14.8 325,070 14.0 △22,733 △6.5

その他 4,306 0.2 29,489 1.3 25,183 584.8

合計 2,352,757 100.0 2,313,336 100.0 △39,421 △1.7

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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