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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年９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２四半期 12,268 16.2 636 23.6 470 23.9 297 54.8

29年３月期第２四半期 10,555 △14.0 515 △15.8 379 △17.0 192 47.2
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 483百万円( －％) 29年３月期第２四半期 △814百万円( －％)
　

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２四半期 45.43 －

29年３月期第２四半期 29.35 －
　

(注)当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株を１株に併合しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該
株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

（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２四半期 33,215 18,120 44.8

29年３月期 31,144 17,847 46.9
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 14,865百万円 29年３月期 14,610百万円
　　　

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 － 2.00 － 2.00 4.00

30年３月期 － 2.00

30年３月期(予想) － 42.00 －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　

当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株を１株に併合しております。平成30年３月期(予想)の１株当たり期末
配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「－」として記載してお
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 27,800 20.0 2,500 52.2 2,250 51.0 1,350 51.0 205.88
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

平成30年3月期(予想)の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２Ｑ 6,578,122株 29年３月期 6,578,122株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 20,820株 29年３月期 18,737株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 6,558,573株 29年３月期２Ｑ 6,559,769株
　
　

(注)当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株を１株に併合しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に
当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数および期中平均株式数を算定しておりま
す。

※ 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
(将来予測情報の適切な利用に関する説明)
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「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」をご参照ください。

(株式併合後の配当及び連結業績予想について)
当社は、平成29年６月23日開催の第87期定時株主総会において、株式併合について承認可決され、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実施しております。これに伴い、平成30年３月期の
期末配当予想及び通期連結業績予想における１株当たり当期純利益について、株式併合の影響を考慮しておりま
す。

(決算補足説明資料の入手方法について)
決算補足説明資料は平成29年10月31日(火)に当社ウェブサイトに掲載いたします。
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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、企業収益の改善、設備投資の持ち直しがみられるなど、景気

は緩やかな回復基調で推移いたしました。今後におきましては、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響

が懸念されますものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあり緩やかな回復が期待されます。

このような状況のなか、(社)日本工作機械工業会の平成29年１月～６月における受注総額は7,642億円となり、前

年同期間比21.1％増となりました。内需は、2,869億円（前年同期間比11.1％増）、外需4,772億円（前年同期間比

28.1％増）となり、外需比率62.5％となっております。

当社グループにおきましては、中国・台湾をはじめとするアジアおよび北米において需要が増加したことにより、

当第２四半期連結累計期間の売上高は12,268百万円となり、前年同累計期間に比べ16.2％増となりました。利益に

つきましては、営業利益は636百万円（前年同累計期間比23.6％増）、人民元安の影響等による為替差損の計上によ

り経常利益は470百万円（前年同累計期間比23.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は297百万円（前年同

累計期間比54.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,071百万円増加し、33,215百万円とな

りました。この増加は、主に現金及び預金、たな卸資産、有形固定資産がそれぞれ223百万円、818百万円、734百万

円増加したことによるものであります。

また、負債は前連結会計年度末に比べ1,797百万円増加し、15,095百万円となりました。この増加は、主に支払手

形及び買掛金、短期借入金がそれぞれ1,041百万円、700百万円増加したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ273百万円増加し、18,120百万円となりました。この増加は、主に利益剰余

金、為替換算調整勘定がそれぞれ166百万円、72百万円増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の連結業績予想につきましては、平成29年５月15日付「平成29年３月期決算短信[日本基準]（連

結）」にて公表いたしました連結業績予想から変更しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の

修正及び株式併合等に伴う配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,454,404 6,677,884

受取手形及び売掛金 7,402,717 7,351,890

電子記録債権 485,970 719,976

有価証券 716,603 700,000

商品及び製品 1,937,150 1,728,029

仕掛品 4,254,417 5,030,482

原材料及び貯蔵品 1,562,742 1,814,532

その他 922,379 1,029,309

貸倒引当金 △347,133 △381,445

流動資産合計 23,389,254 24,670,659

固定資産

有形固定資産

土地 3,294,122 3,329,549

その他（純額） 3,806,907 4,505,615

有形固定資産合計 7,101,030 7,835,165

無形固定資産 7,980 6,162

投資その他の資産

その他 646,554 704,062

貸倒引当金 △29 △204

投資その他の資産合計 646,524 703,858

固定資産合計 7,755,535 8,545,185

資産合計 31,144,789 33,215,844
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,903,167 4,944,631

電子記録債務 1,582,915 1,763,322

短期借入金 2,285,913 2,986,839

未払法人税等 263,458 179,137

賞与引当金 159,560 169,381

役員賞与引当金 16,000 1,200

製品保証引当金 111,529 105,274

その他 1,572,066 1,528,752

流動負債合計 9,894,610 11,678,540

固定負債

長期借入金 2,312,351 2,314,118

退職給付に係る負債 828,300 834,330

資産除去債務 23,169 23,193

その他 239,083 245,048

固定負債合計 3,402,904 3,416,690

負債合計 13,297,515 15,095,231

純資産の部

株主資本

資本金 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,568,470 1,568,472

利益剰余金 10,498,678 10,665,425

自己株式 △33,239 △37,020

株主資本合計 14,352,933 14,515,900

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 101,620 118,549

為替換算調整勘定 207,173 279,305

退職給付に係る調整累計額 △51,390 △48,317

その他の包括利益累計額合計 257,404 349,538

非支配株主持分 3,236,937 3,255,174

純資産合計 17,847,274 18,120,613

負債純資産合計 31,144,789 33,215,844
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 10,555,597 12,268,532

売上原価 7,613,014 9,042,905

売上総利益 2,942,582 3,225,627

販売費及び一般管理費 2,427,524 2,589,127

営業利益 515,057 636,499

営業外収益

受取利息 8,577 14,215

受取配当金 3,568 3,348

補助金収入 15,149 1,229

その他 23,922 17,725

営業外収益合計 51,218 36,519

営業外費用

支払利息 31,399 17,046

為替差損 147,737 179,692

その他 7,891 6,250

営業外費用合計 187,028 202,989

経常利益 379,247 470,029

税金等調整前四半期純利益 379,247 470,029

法人税等 122,096 149,573

四半期純利益 257,150 320,456

非支配株主に帰属する四半期純利益 64,653 22,522

親会社株主に帰属する四半期純利益 192,496 297,934
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 257,150 320,456

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,377 16,929

為替換算調整勘定 △1,066,908 142,326

退職給付に係る調整額 3,512 4,002

その他の包括利益合計 △1,071,773 163,258

四半期包括利益 △814,623 483,714

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △408,355 390,068

非支配株主に係る四半期包括利益 △406,268 93,646
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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）

　当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

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）

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

該当事項はありません。
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