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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年12月31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３四半期 19,819 25.0 1,295 50.1 1,149 69.7 699 68.8

29年３月期第３四半期 15,858 △11.9 863 4.0 677 △33.8 414 1.0
(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 1,032百万円( －％) 29年３月期第３四半期 △453百万円( －％)
　

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３四半期 106.63 －

29年３月期第３四半期 63.16 －
　

(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３四半期 34,448 18,535 44.1

29年３月期 31,144 17,847 46.9
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 15,176百万円 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 ： 無
　　

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 ： 無
　

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３Ｑ 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３Ｑ 22,334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３Ｑ 6,557,926株 29年３月期３Ｑ 6,559,706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。
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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３四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続くことが期

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～９月における受注総額は11,804億円となり、

前年同期間比26.1％増となりました。内需は、4,549億円（前年同期間比14.2％増）、外需7,255億円（前年同期間

比34.8％増）となり、外需比率61.5％となっております。

当社グループにおきましては、日本、中国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３四半期連結累計期間の売上高は19,819百万円となり、前年同累計期間に比べ25.0％増となりました。利益に

つきましては、営業利益は1,295百万円（前年同累計期間比50.1％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1,149百万円（前年同累計期間比69.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は699百万円（前

年同累計期間比68.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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3,303百万円増加し、34,448百万円とな

りました。この増加は、主に売上債権、たな卸資産、有形固定資産がそれぞれ899百万円、1,407百万円、729百万円

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2,615百万円増加し、15,912百万円となりました。この増加は、主に仕入債

務が2,447百万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688百万円増加し、18,535百万円となりました。この増加は、主に利益剰余

金、為替換算調整勘定、非支配株主持分がそれぞれ436百万円、105百万円、121百万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10月31日付「平成30年３月期 第２四半期決算短信[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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,454,404 6,609,529

受取手形及び売掛金 7,402,717 7,769,218

電子記録債権 485,970 1,019,320

有価証券 716,603 500,000

商品及び製品 1,937,150 1,773,753

仕掛品 4,254,417 5,770,916

原材料及び貯蔵品 1,562,742 1,617,346

その他 922,379 1,220,950

貸倒引当金 △347,133 △375,447

流動資産合計 23,389,254 25,905,588

固定資産

有形固定資産

土地 3,294,122 3,439,595

その他（純額） 3,806,907 4,391,160

有形固定資産合計 7,101,030 7,830,755

無形固定資産 7,980 5,777

投資その他の資産

その他 646,554 706,263

貸倒引当金 △29 －

投資その他の資産合計 646,524 706,263

固定資産合計 7,755,535 8,542,796

資産合計 31,144,789 34,448,385
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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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,903,167 5,634,297

電子記録債務 1,582,915 2,299,416

短期借入金 2,285,913 2,767,221

未払法人税等 263,458 140,001

賞与引当金 159,560 49,633

役員賞与引当金 16,000 10,500

製品保証引当金 111,529 96,845

その他 1,572,066 1,473,643

流動負債合計 9,894,610 12,471,558

固定負債

長期借入金 2,312,351 2,321,967

退職給付に係る負債 828,300 836,698

資産除去債務 23,169 23,206

その他 239,083 259,563

固定負債合計 3,402,904 3,441,435

負債合計 13,297,515 15,912,994

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 10,935,607

自己株式 △33,239 △40,183

株主資本合計 14,352,933 14,782,919

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 101,620 128,396

為替換算調整勘定 207,173 312,212

退職給付に係る調整累計額 △51,390 △46,780

その他の包括利益累計額合計 257,404 393,828

非支配株主持分 3,236,937 3,358,642

純資産合計 17,847,274 18,535,390

負債純資産合計 31,144,789 34,448,385
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 15,858,386 19,819,956

売上原価 11,373,307 14,567,803

売上総利益 4,485,078 5,252,152

販売費及び一般管理費 3,621,525 3,956,160

営業利益 863,553 1,295,991

営業外収益

受取利息 12,040 20,657

受取配当金 6,875 6,611

その他 79,268 23,184

営業外収益合計 98,184 50,452

営業外費用

支払利息 41,135 26,142

為替差損 232,740 162,669

その他 10,092 7,669

営業外費用合計 283,968 196,481

経常利益 677,770 1,149,963

税金等調整前四半期純利益 677,770 1,149,963

法人税等 204,670 349,943

四半期純利益 473,099 800,020

非支配株主に帰属する四半期純利益 58,774 100,758

親会社株主に帰属する四半期純利益 414,324 699,262
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 473,099 800,020

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 35,352 26,776

為替換算調整勘定 △967,920 200,000

退職給付に係る調整額 6,440 6,003

その他の包括利益合計 △926,127 232,781

四半期包括利益 △453,028 1,032,801

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △60,831 835,686

非支配株主に係る四半期包括利益 △392,196 197,114
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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３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

該当事項はありません。
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