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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 389 14.7 23 47.2 24 38.8 △6 ―

29年３月期第１四半期 339 7.2 16 ― 17 ― △7 ―

(注)包括利益 30年３月期第１四半期 △4 百万円 ( ― ％) 29年３月期第１四半期 △12 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

30年３月期第１四半期 △0.50 ―

29年３月期第１四半期 △0.55 ―
　

（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 3,172 2,255 71.1

29年３月期 3,201 2,259 70.6

(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 2,255 百万円 29年３月期 2,259 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 ― 0.00 0.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

(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、通期は対前期、第２四半期(累計)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

第２四半期(累計) 1,000 6.4 113 △30.9 121 △26.4 107 △23.1 7.87

通期 2,100 △2.9 250 △27.6 268 △26.0 232 △31.5 16.97

(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) 30年３月期１Ｑ 13,934,592株 29年３月期 13,934,592株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 244,470株 29年３月期 243,609株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 13,690,618株 29年３月期１Ｑ 13,693,066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

　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]２ページ「（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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境や企業業績は緩やかな回復基調で推

移いたしましたが、米国新政権の政策動向やアジア地域の地政学的リスクの高まりなどにより、

先行き不透明な状況で推移いたしました。

当業界におきましては、自動車関連の設備投資は堅調に推移いたしましたが、期待したヘルスケ

ア関連は先送りとなる案件が多く、光ディスク関連の設備投資は特需もなく低調であったことな

どから、総じて厳しい受注環境で推移いたしました。

このような状況のなかで当社グループは、主力製品の販売強化、優良顧客の開拓、受注の確保な

ど、活発な営業活動を展開するとともに、さらなる原価低減に注力いたしました。

ポータブル型Ｘ線残留応力測定装置につきましては、世界最小・最軽量を実現した新製品（μ－

Ｘ360s）の一層の拡販を図るため、国内外の展示会に出展するとともに、顧客ニーズに応じて装

置の戦略的貸出を行うほか、海外においては、現地代理店と連携し見込顧客への同行営業を行う

など、受注獲得に向けた販促活動を展開いたしましたが、受注に至るまでに長期間を要する案件

が多く、厳しい受注環境で推移いたしました。

ヘルスケア関連および光応用製品・特殊機器関連につきましては、受託開発や受託生産に関する

大型案件の引合いは増加いたしましたが、予算見直しや仕様変更などにより受注時期が先送りさ

れたことから、低調な推移となりました。

光ディスク関連機器・装置につきましては、買換え需要や新規設備の引合いも低調であり、厳し

い受注環境で推移いたしました。

３Ｄスキャナ関連につきましては、多関節デジタイザ用高速・高精度新型３Ｄスキャナの供給が

本格化するとともに、自動車業界で使用されるインライン検査用３Ｄスキャナ等の引合いも好調

であり、良好な受注環境で推移いたしました。

以上の結果、受注高は３億44百万円（前年同期比46.1％減）、売上高は３億89百万円（前年同期

比14.7％増）となりました。

損益面につきましては、営業利益は23百万円（前年同期比47.2％増）、経常利益は24百万円（前

年同期比38.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純損失は６百万円（前年同期は７百万円の損

失）となりました。
　
（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べて28百万円減少し、31

億72百万円となりました。これは主に、仕掛品が１億円増加し、受取手形及び売掛金が１億17百

万円、現金及び預金が31百万円それぞれ減少したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末と比べて23百万円減少し、９億17百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が54百万円増加し、賞与引当金が58百万円、未払法人税等が43百万円それぞ

れ減少したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末と比べて４百万円減少し、22億55百万円となりました。
　
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成29年５月15日に公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の

連結業績予想に変更はありません。
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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 893,749 862,423

受取手形及び売掛金 873,605 755,999

仕掛品 188,596 288,663

原材料及び貯蔵品 86,165 92,786

その他 150,420 118,878

流動資産合計 2,192,536 2,118,752

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 282,545 284,824

その他（純額） 369,740 408,831

有形固定資産合計 652,286 693,655

無形固定資産 1,536 1,463

投資その他の資産

投資その他の資産 380,310 384,397

貸倒引当金 △25,300 △25,300

投資その他の資産合計 355,010 359,097

固定資産合計 1,008,833 1,054,216

資産合計 3,201,369 3,172,968

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 140,203 195,141

1年内返済予定の長期借入金 42,020 33,470

未払法人税等 44,021 165

賞与引当金 93,322 35,176

その他 118,886 147,282

流動負債合計 438,453 411,235

固定負債

長期借入金 75,980 73,400

退職給付に係る負債 425,360 431,474

その他 1,918 1,783

固定負債合計 503,258 506,658

負債合計 941,712 917,893
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,491,375 1,491,375

資本剰余金 1,099,653 929,795

利益剰余金 △176,026 △12,958

自己株式 △164,861 △165,016

株主資本合計 2,250,140 2,243,195

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,891 11,401

為替換算調整勘定 625 477

その他の包括利益累計額合計 9,517 11,879

純資産合計 2,259,657 2,255,074

負債純資産合計 3,201,369 3,172,968

決算短信（宝印刷） 2017年08月04日 12時55分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



パルステック工業株式会社(6894) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

― 5 ―

（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 339,325 389,113

売上原価 143,350 194,149

売上総利益 195,974 194,963

販売費及び一般管理費 179,929 171,345

営業利益 16,045 23,618

営業外収益

受取利息及び配当金 420 474

売電収入 3,598 3,872

貸倒引当金戻入額 5,200 -

その他 649 332

営業外収益合計 9,868 4,680

営業外費用

支払利息 596 361

為替差損 4,496 598

売電費用 3,146 2,799

営業外費用合計 8,239 3,758

経常利益 17,674 24,539

特別損失

投資有価証券評価損 752 -

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 752 0

税金等調整前四半期純利益 16,921 24,539

法人税等 24,399 31,328

四半期純損失（△） △7,477 △6,789

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損失（△） △7,477 △6,789
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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)

四半期純損失（△） △7,477 △6,789

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △131 2,510

為替換算調整勘定 △4,958 △148

その他の包括利益合計 △5,089 2,361

四半期包括利益 △12,567 △4,427

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,567 △4,427

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。

３．その他

　生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

当第１四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりであります。

生産高（千円） 前年同四半期比（％）

558,067 110.3

（注）生産高は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
　

（２）受注実績

当第１四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりであります。

受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

344,653 53.9 667,876 78.3

（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

当第１四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりであります。

販売高（千円） 前年同四半期比（％）

389,113 114.7

（注）１．主な相手先別販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

なお、総販売実績に対する当該割合が100分の10未満である販売実績につきましては、記載を省略しており

ます。

相手先

前第１四半期連結累計期間 当第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）

（自 平成29年４月１日
　 至 平成29年６月30日）

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

株式会社小坂研究所 52,907 15.6 58,937 15.1

株式会社ソニーＤＡＤＣジャパン 36,731 10.8 ― ―

Sony DADC US Inc. 36,181 10.7 ― ―

２．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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