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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 16,362 15.7 3,502 35.3 3,592 39.1 2,358 35.6

29年３月期第２四半期 14,141 △4.1 2,589 △9.6 2,583 △13.5 1,739 △8.6
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 2,547百万円( 103.6％) 29年３月期第２四半期 1,251百万円(△41.3％)
　

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２四半期 155.18 ―

29年３月期第２四半期 114.45 ―
　

　

（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 48,221 34,026 67.0

29年３月期 44,331 32,252 69.1
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 32,290百万円 29年３月期 30,647百万円
　

　

　

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 ― 37.50 ― 47.50 85.00

30年３月期 ― 45.00

30年３月期(予想) ― 45.00 90.00

(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、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 33,000 13.9 6,800 20.4 7,000 20.7 4,500 10.6 296.08
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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２Ｑ 15,800,000株 29年３月期 15,800,000株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 601,242株 29年３月期 601,178株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 15,198,773株 29年３月期２Ｑ 15,198,892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。業績予想のご
利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P.３「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。
　当社は、平成29年11月８日に証券アナリスト及び機関投資家向けの四半期決算説明会を開催する予定です。この説
明会で配布する四半期決算補足説明資料については、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(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで、以下「当第２四半期」という)の当社

グループを取り巻く事業環境は、国内外で緩やかな景気回復が続き、半導体・ＦＰＤ（フラットパネルディスプレ

イ）分野は、データ大容量化に伴うメモリー需要増加やＩｏＴ（Internet of Things）の広がりで好調に推移いた

しました。

このような状況のもと、当社グループは、幅広い顧客への積極的な営業活動を展開するとともに、生産面では効

率的な増産対応や一層のコスト削減に努めました。

当第２四半期における当社グループの連結業績は、半導体・ＦＰＤ分野や鉄鋼分野などの好調な受注を追い風に、

計画を大きく上回るペースで推移し、売上高は前年同期比22億21百万円(15.7％)増の163億62百万円、営業利益は同

９億13百万円(35.3％)増の35億02百万円、経常利益は同10億09百万円(39.1％)増の35億92百万円、親会社株主に帰

属する四半期純利益は同６億19百万円(35.6％)増の23億58百万円となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

　

[溶射加工(単体)]

半導体・ＦＰＤ分野向け加工が、世界的に旺盛な設備投資需要を背景に大きく伸びたほか、鉄鋼、産業機械、

その他の分野も総じて好調に推移し、当セグメントの売上高は前年同期比16億53百万円(15.1％)増の125億93百万

円、セグメント利益(経常利益)は同６億65百万円(27.9％)増の30億50百万円となりました。

[国内子会社]

国内新車販売台数が増加する中、自動車部品の切削工具向けPVD処理加工が堅調に推移したことなどにより、当

セグメントの売上高は前年同期比73百万円(7.1％)増の11億12百万円、セグメント利益(経常利益)は同32百万円

(14.9％)増の２億53百万円となりました。

[その他]

溶射加工(単体)、国内子会社以外のセグメントについては、海外連結子会社が総じて受注・生産ともに好調で

あったため、売上高の合計は前年同期比４億94百万円(22.9％)増の26億56百万円、セグメント利益(経常利益)の

合計は同３億36百万円(162.2％)増の５億44百万円となりました。

（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482億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億90百万円増加

いたしました。主な内容は、新本社社屋建設などに伴う有形固定資産の増加14億73百万円、受取手形及び売掛金の

増加10億57百万円、現金及び預金の増加７億22百万円によるものであります。

一方、当第２四半期連結会計期間末における負債は141億94百万円と前連結会計年度末比21億16百万円増加いたし

ました。これは主に新本社建設工事に係る支払債務の増加などによる流動負債その他の増加14億89百万円、支払手

形及び買掛金の増加８億08百万円によるものであります。

また、当第２四半期連結会計期間末における純資産は340億26百万円と前連結会計年度末比17億73百万円増加いた

しました。これは主に、利益剰余金の増加16億36百万円によるものであります。この結果、当第２四半期連結会計

期間末の自己資本比率は67.0％(前連結会計年度末比2.1ポイントの低下)となりました。
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（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月期通期の業績予想につきましては、半導体・ＦＰＤ分野を中心に受注が好調に推移しており、売上

高、利益ともに前回発表予想から増加する見込みとなったため、通期の連結業績予想を下記のとおり修正いたしま

す。

なお、詳細につきましては、本日(平成29年10月31日)公表の「第２四半期連結累計期間の業績予想と実績との差

異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　・平成30年３月期 通期 連結業績予想 (平成29年４月１日～平成30年３月31日)
　

　 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

前回発表予想(Ａ) 30,000 5,900 6,000 4,000 263.18

今回修正予想(Ｂ) 33,000 6,800 7,000 4,500 296.08

増減額(Ｂ－Ａ) 3,000 900 1,000 500

増減率(％) 10.0 15.3 16.7 12.5 　

(ご参考) 前期実績
(平成29年３月期)

28,963 5,645 5,801 4,070 267.80
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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 8,386,587 9,109,523

受取手形及び売掛金 9,985,529 11,042,881

有価証券 2,000,000 2,000,000

仕掛品 838,016 937,850

原材料及び貯蔵品 1,099,425 1,136,208

その他 740,615 774,009

貸倒引当金 △50,532 △54,387

流動資産合計 22,999,641 24,946,086

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,247,200 7,852,743

機械装置及び運搬具（純額） 2,484,328 2,540,933

土地 7,304,522 7,581,117

その他（純額） 4,269,242 3,803,963

有形固定資産合計 20,305,293 21,778,758

無形固定資産 115,281 231,595

投資その他の資産

投資その他の資産 942,155 1,296,167

貸倒引当金 △30,989 △31,093

投資その他の資産合計 911,165 1,265,074

固定資産合計 21,331,741 23,275,428

資産合計 44,331,382 48,221,515
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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 3,206,643 4,015,572

短期借入金 150,840 148,410

1年内返済予定の長期借入金 730,239 730,074

未払法人税等 964,966 1,171,541

賞与引当金 890,512 843,643

その他 2,940,727 4,430,112

流動負債合計 8,883,929 11,339,353

固定負債

長期借入金 2,323,636 1,960,900

退職給付に係る負債 724,326 743,132

その他 146,624 151,455

固定負債合計 3,194,586 2,855,487

負債合計 12,078,515 14,194,841

純資産の部

株主資本

資本金 2,658,823 2,658,823

資本剰余金 2,293,504 2,293,504

利益剰余金 26,116,841 27,753,425

自己株式 △773,599 △773,814

株主資本合計 30,295,569 31,931,938

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 42,629 49,230

為替換算調整勘定 309,167 309,303

その他の包括利益累計額合計 351,796 358,534

非支配株主持分 1,605,500 1,736,200

純資産合計 32,252,866 34,026,673

負債純資産合計 44,331,382 48,221,515
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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 14,141,020 16,362,242

売上原価 9,079,786 10,093,759

売上総利益 5,061,233 6,268,483

販売費及び一般管理費 2,471,542 2,765,736

営業利益 2,589,691 3,502,746

営業外収益

受取利息及び配当金 9,037 10,073

受取ロイヤリティー 44,374 53,012

受取技術料 19,041 6,943

為替差益 - 6,229

その他 18,890 30,021

営業外収益合計 91,344 106,280

営業外費用

支払利息 7,978 6,651

支払手数料 4,813 4,648

為替差損 76,496 -

その他 8,049 4,814

営業外費用合計 97,337 16,115

経常利益 2,583,698 3,592,912

特別利益

固定資産売却益 422 1,240

特別利益合計 422 1,240

特別損失

固定資産除売却損 667 5,301

減損損失 - 15,131

特別損失合計 667 20,432

税金等調整前四半期純利益 2,583,453 3,573,720

法人税等 776,171 1,063,020

四半期純利益 1,807,281 2,510,700

非支配株主に帰属する四半期純利益 67,801 152,171

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,739,479 2,358,528
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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 1,807,281 2,510,700

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 891 6,600

為替換算調整勘定 △557,050 30,553

その他の包括利益合計 △556,159 37,154

四半期包括利益 1,251,121 2,547,854

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,368,118 2,365,266

非支配株主に係る四半期包括利益 △116,996 182,588
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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)

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 2,583,453 3,573,720

減価償却費 788,769 837,570

のれん償却額 12,554 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,866 4,549

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,555 △49,344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 16,995 18,806

受取利息及び受取配当金 △9,037 △10,073

支払利息 7,978 6,651

固定資産除売却損益（△は益） 245 4,060

減損損失 - 15,131

売上債権の増減額（△は増加） △237,898 △1,044,952

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,367 △131,964

仕入債務の増減額（△は減少） △90,120 807,595

未払費用の増減額（△は減少） △22,863 379,723

その他 53,072 331,800

小計 3,078,826 4,743,274

利息及び配当金の受取額 10,855 10,473

利息の支払額 △8,352 △6,800

法人税等の支払額 △864,065 △887,179

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,217,263 3,859,768

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 △354,898 △363,260

定期預金の払戻による収入 354,891 314,084

有価証券の取得による支出 - △1,000,000

有価証券の償還による収入 1,000,000 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △1,781,898 △1,614,526

有形固定資産の売却による収入 1,163 1,240

無形固定資産の取得による支出 △33,534 △30,579

投資有価証券の取得による支出 - △333,742

保険積立金の解約による収入 2,911 -

その他 △2,262 △2,053

投資活動によるキャッシュ・フロー △813,627 △2,028,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 17,060 -

長期借入れによる収入 2,170,500 -

長期借入金の返済による支出 △305,615 △364,747

非支配株主からの払込みによる収入 166,540 -

配当金の支払額 △569,157 △721,588

非支配株主への配当金の支払額 △35,992 △51,888

自己株式の取得による支出 - △215

その他 △11,745 △14,568

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,431,589 △1,153,007

現金及び現金同等物に係る換算差額 △180,893 △1,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,654,333 676,160

現金及び現金同等物の期首残高 7,827,193 8,068,802

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,481,526 8,744,962
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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。
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３．その他

生産、受注及び販売の状況

　

① 生産実績

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日

至 平成28年９月30日) 至 平成29年９月30日)

生産高(千円) 生産高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

4,673,898 6,134,044 1,460,146 ＋31.2

産業機械用部品への加工 2,017,844 1,998,088 △ 19,756 △1.0

鉄鋼用設備部品への加工 1,698,509 1,868,427 169,918 ＋10.0

その他の溶射加工 2,549,686 2,592,572 42,885 ＋1.7

溶射加工(単体) 計 10,939,939 12,593,133 1,653,194 ＋15.1

その他表面処理加工 800,265 993,627 193,361 ＋24.2

国内子会社 1,039,080 1,112,988 73,908 ＋7.1

海外子会社 1,361,735 1,662,493 300,757 ＋22.1

合 計 14,141,020 16,362,242 2,221,222 ＋15.7

(注) 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

② 受注状況

(受注高)

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日

至 平成28年９月30日) 至 平成29年９月30日)

受注高(千円) 受注高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

4,854,015 6,490,146 1,636,131 ＋33.7

産業機械用部品への加工 1,847,907 2,073,221 225,313 ＋12.2

鉄鋼用設備部品への加工 1,713,702 1,924,296 210,593 ＋12.3

その他の溶射加工 2,597,158 2,627,031 29,872 ＋1.2

溶射加工(単体) 計 11,012,784 13,114,696 2,101,911 ＋19.1

その他表面処理加工 794,947 992,954 198,007 ＋24.9

国内子会社 1,035,863 1,120,457 84,594 ＋8.2

海外子会社 1,217,142 1,869,081 651,938 ＋53.6

合 計 14,060,737 17,097,190 3,036,453 ＋21.6

(注) 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。
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(受注残高)

セグメントの名称

前第２四半期

連結会計期間末

当第２四半期

連結会計期間末 前年同四半期比

(平成28年９月30日) (平成29年９月30日)

受注残高(千円) 受注残高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

1,072,147 1,699,038 626,890 ＋58.5

産業機械用部品への加工 273,940 483,806 209,866 ＋76.6

鉄鋼用設備部品への加工 582,081 672,427 90,346 ＋15.5

その他の溶射加工 442,855 492,028 49,173 ＋11.1

溶射加工(単体) 計 2,371,024 3,347,300 976,276 ＋41.2

その他表面処理加工 125,212 176,020 50,807 ＋40.6

国内子会社 30,968 43,177 12,209 ＋39.4

海外子会社 833,123 1,151,599 318,475 ＋38.2

合 計 3,360,328 4,718,097 1,357,768 ＋40.4

(注) 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

③ 販売実績

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日

至 平成28年９月30日) 至 平成29年９月30日)

販売高(千円) 販売高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

4,673,898 6,134,044 1,460,146 ＋31.2

産業機械用部品への加工 2,017,844 1,998,088 △ 19,756 △1.0

鉄鋼用設備部品への加工 1,698,509 1,868,427 169,918 ＋10.0

その他の溶射加工 2,549,686 2,592,572 42,885 ＋1.7

溶射加工(単体) 計 10,939,939 12,593,133 1,653,194 ＋15.1

その他表面処理加工 800,265 993,627 193,361 ＋24.2

国内子会社 1,039,080 1,112,988 73,908 ＋7.1

海外子会社 1,361,735 1,662,493 300,757 ＋22.1

合 計 14,141,020 16,362,242 2,221,222 ＋15.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

以 上
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