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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年3月期第2四半期 6,658 22.7 △211 ― △106 ― △96 ―
26年3月期第2四半期 5,428 6.1 △251 ― △187 ― 1,047 ―

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 △105百万円 （―％） 26年3月期第2四半期 1,304百万円 （―％）

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

27年3月期第2四半期 △3.44 ―
26年3月期第2四半期 37.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

27年3月期第2四半期 17,786 7,861 43.1 273.10
26年3月期 18,037 7,729 41.7 267.76
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 7,664百万円 26年3月期 7,514百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無  

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

26年3月期 ― ― ― 2.00 2.00
27年3月期 ― ―
27年3月期（予想） ― 2.00 2.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

売上高 営業利益 経常利益 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 13,900 14.8 △55 ― 150 ― 40 △95.3 1.42



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有 

・詳細については、添付資料3ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧下さい。 

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法
に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※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については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将
来予想情報に関する説明」をご覧下さい。 

※ 注記事項

新規 1社 （社名） 平湖黒田捷納泰克商貿有限公司 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
②①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

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期2Q 28,100,000 株 26年3月期 28,100,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 35,540 株 26年3月期 35,133 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 28,064,664 株 26年3月期2Q 28,067,373 株
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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経済状況は中国経済の成長鈍化による世界経済への影響や消費税増税等に

よる国内消費の縮小が懸念されたものの、政府による財政・金融政策の効果等により回復基調で推移いたしまし

た。このような状況のもと、当社グループの主要顧客である半導体・液晶市場に加えて自動車市場も堅調に推移

し、受注高7,255百万円（前年同期比1,603百万円、28.4％増）、売上高6,658百万円（前年同期比1,229百万円、

22.7％増）となりました。利益面に関しては、前年同期に比較して増収となったものの、残念ながら経常損失額

を縮小するレベルでの回復結果となりました。主な理由としては、利益率の低い製品の売上が増加したこと、人

件費、電力料等の増加を主因とし売上原価が前年同期比1,114百万円増加したこと、販売費及び一般管理費が前

年同期比75百万円増加したこと等に加え、8月に実施した基幹情報システムの全面刷新により生産面で混乱が発

生、受注や売上にも影響を及ぼし、収益の足を引っ張る要因となってしまいました。結果として、経常損失106

百万円（前年同期は経常損失187百万円）、四半期純損失96百万円（本社土地売却益を計上した前年同期は四半

期純利益1,047百万円）となりました。 

セグメントの業績は以下のとおりです。 

〇駆動システム 

 当事業セグメントの主要顧客である半導体・液晶市場が堅調に推移したことにより、受注高3,357百万円（前

年同期比885百万円、35.8％増）、売上高3,019百万円（前年同期比618百万円、25.8％増）となりました。利益

面では企業買収によるのれん償却等の影響はあったものの、営業利益52百万円（前年同期比5百万円、11.3％

増）の結果となりました。 

〇金型システム 

 新型ハイブリッド車向けのモーターコア受注が好調だったことにより、当事業セグメントの受注高は1,851百

万円（前年同期比618百万円、50.1％増）、売上高は1,729百万円（前年同期比465百万円、36.9％増）の増収と

なりました。しかしながら、相対的に利益率の低い製品の売上が増加したことに加えて、前年同期には営業利益

を計上していたマレーシアの子会社が大口顧客の生産低迷により営業赤字と不調であったことなどにより、営業

損失178百万円（前年同期は営業損失164百万円）の結果となりました。 

〇機工・計測システム 

 ツーリング事業譲渡による生産終了商品の集中的売上や好調な自動車業界向けのビジネスに支えられ、受注高

は2,058百万円（前年同期比103百万円、5.3％増）、売上高は1,921百万円（前年同期比148百万円、8.4％増）と

堅調に推移しました。しかしながら、構造改革によるコスト削減効果はこれから実現されることもあり、営業損

失56百万円（前年同期の営業損失119百万円）と損失縮小レベルの結果となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況 

当第2四半期連結会計期間末の総資産は17,786百万円となり、前連結会計年度末と比較して251百万円減少しま

した。これは主に仕掛品の増加等により流動資産が171百万円増加したのに対し、固定資産が423百万円減少した

ことによるものです。 

一方負債合計額は9,924百万円となり、前連結会計年度末と比較して384百万円減少しました。これは主にファ

クタリング債務の増加等により流動負債が253百万円増加したのに対し、退職給付に係る負債の減少等により固

定負債が637百万円減少したことによるものです。 

また、当第2四半期連結会計期間末の純資産は7,861百万円となり、前連結会計年度末と比較して132百万円増加

しました。これは主にその他有価証券評価差額金が91百万円増加したことによるものです。 

 

②キャッシュフローの状況 

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比

較して6百万円減の2,236百万円となりました。各キャッシュ・フロ－の状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロ－） 

営業活動の結果、増加した資金は427百万円（前年同四半期14百万円の減少）となりました。これは主に棚卸

資産の増加、税金等調整前当期純損失などにより資金が減少した一方、減価償却費、仕入債務の増加などにより

資金が増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

投資活動の結果、減少した資金は126百万円（前年同四半期2,431百万円の増加）となりました。これは主に有

形固定資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

財務活動の結果、減少した資金は302百万円（前年同四半期2,147百万円の減少）となりました。これは主に長

期借入金の返済を実行したこと等によるものであります。 
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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

 連結業績予想につきましては、平成26年11月13日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通

期の連結業績予想に変更はありません。

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

 当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社の異動は次の通りであります。平成26年3月に中国においてボールね

じ、アクチュエータ、工作機械の輸出入販売を目的として、平湖黒田捷納泰克商貿有限公司を新規設立しておりま

す。

 なお、当該子会社は重要性が増したため、当第2四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債

券の期間について退職給付の見込支払日までの平均期間とする方法から退職給付の支払見込期間および支払見込期

間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第2四半期

連結累計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。 

 この結果、当第2四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が409,846千円減少し、利益剰余金が264,351千

円増加しております。また、当第2四半期連結累計期間の営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失に及

ぼす影響は軽微であります。 

 

 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,268,188 2,261,893 

受取手形及び売掛金 2,790,680 2,721,113 

商品及び製品 432,684 447,994 

仕掛品 1,143,207 1,198,977 

原材料及び貯蔵品 493,558 527,189 

その他 583,480 725,151 

貸倒引当金 △26,133 △25,183 

流動資産合計 7,685,667 7,857,135 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,636,058 2,574,687 

土地 1,926,258 1,888,125 

その他（純額） 1,615,988 1,458,140 

有形固定資産合計 6,178,304 5,920,954 

無形固定資産   

のれん 1,464,169 1,397,256 

その他 360,497 401,782 

無形固定資産合計 1,824,667 1,799,038 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,447,950 1,600,632 

その他 903,112 609,958 

貸倒引当金 △1,788 △1,496 

投資その他の資産合計 2,349,275 2,209,094 

固定資産合計 10,352,248 9,929,087 

資産合計 18,037,915 17,786,223 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,525,863 2,698,035 

短期借入金 1,221,133 1,221,543 

未払法人税等 51,271 35,385 

賞与引当金 118,593 125,541 

その他 833,996 923,940 

流動負債合計 4,750,859 5,004,446 

固定負債   

長期借入金 1,818,164 1,584,828 

役員退職慰労引当金 123,012 115,771 

環境対策引当金 93,872 93,872 

退職給付に係る負債 2,310,525 1,884,536 

その他 1,212,145 1,240,823 

固定負債合計 5,557,720 4,919,831 

負債合計 10,308,579 9,924,277 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,875,000 1,875,000 

資本剰余金 1,451,395 1,451,395 

利益剰余金 2,784,189 2,906,597 

自己株式 △7,663 △7,746 

株主資本合計 6,102,921 6,225,246 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 409,787 501,148 

土地再評価差額金 801,078 790,228 

為替換算調整勘定 472,469 404,074 

退職給付に係る調整累計額 △271,588 △256,336 

その他の包括利益累計額合計 1,411,746 1,439,114 

少数株主持分 214,667 197,585 

純資産合計 7,729,335 7,861,945 

負債純資産合計 18,037,915 17,786,223 
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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25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 5,428,885 6,658,697 

売上原価 4,183,175 5,297,706 

売上総利益 1,245,709 1,360,990 

販売費及び一般管理費 1,497,434 1,572,449 

営業損失（△） △251,724 △211,458 

営業外収益   

持分法による投資利益 7,401 5,282 

設備賃貸料 34,839 27,201 

受取ロイヤリティー 43,723 46,449 

助成金収入 22,556 21,912 

その他 85,272 121,082 

営業外収益合計 193,792 221,928 

営業外費用   

支払利息 58,798 41,767 

シンジケートローン手数料 26,999 － 

その他 43,853 74,998 

営業外費用合計 129,651 116,766 

経常損失（△） △187,584 △106,296 

特別利益   

固定資産売却益 1,284,309 2,189 

特別利益合計 1,284,309 2,189 

特別損失   

投資有価証券評価損 589 － 

固定資産売却損 － 1,766 

固定資産除却損 1,867 0 

クレーム対策関連費用 67,000 － 

本社移転費用 18,452 － 

事業譲渡損 115,591 － 

事業構造改善費用 43,504 － 

特別損失合計 247,004 1,766 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
849,721 △105,873 

法人税、住民税及び事業税 27,572 29,293 

法人税等調整額 △225,566 △23,339 

法人税等合計 △197,993 5,953 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
1,047,715 △111,827 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 69 △15,167 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,047,646 △96,659 
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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25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△） 
1,047,715 △111,827 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 69,092 91,360 

為替換算調整勘定 187,379 △70,115 

退職給付に係る調整額 - △15,252 

その他の包括利益合計 256,472 5,993 

四半期包括利益 1,304,187 △105,834 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,293,821 △88,752 

少数株主に係る四半期包括利益 10,366 △17,081 
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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25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
849,721 △105,873 

減価償却費 321,933 330,093 

のれん償却額 32,330 50,541 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 △923 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,069 6,947 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,120 - 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,003 △7,241 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 7,641 

事業譲渡損 115,591 - 

受取利息及び受取配当金 △13,768 △13,593 

支払利息 58,798 41,767 

持分法による投資損益（△は益） △7,401 △5,282 

有形固定資産売却損益（△は益） △1,284,309 △423 

有形固定資産除却損 1,867 0 

売上債権の増減額（△は増加） 51,071 61,899 

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,831 △111,313 

仕入債務の増減額（△は減少） 124,011 172,804 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △73,253 △69,559 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △69,586 134,592 

その他 4,219 △1,561 

小計 58,468 490,514 

利息及び配当金の受取額 13,768 14,584 

利息の支払額 △51,421 △41,861 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △35,368 △35,805 

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,553 427,430 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △363 △3,810 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △119,442 △151,036 

有形及び無形固定資産の売却による収入 2,589,066 38,574 

敷金及び保証金の差入による支出 △34,882 - 

その他 △2,782 △10,637 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,431,595 △126,910 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △2,364,300 △16,119 

長期借入れによる収入 1,663,180 - 

長期借入金の返済による支出 △1,334,579 △240,017 

リース債務の返済による支出 △83,373 △80,524 

自己株式の取得による支出 △85 △83 

配当金の支払額 △28,067 △56,134 

セールアンド割賦バック取引による収入 - 100,250 

セールアンド割賦バック債務返済による支出 - △9,755 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,147,225 △302,384 

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,452 △4,431 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 283,269 △6,295 

現金及び現金同等物の期首残高 1,948,144 2,242,744 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,231,414 2,236,449 
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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。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日）
１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円） 

 報告セグメント 

調整額 

（注）1 

四半期連結 

損益計算書計 

上額（注）2 
 

駆動 
システム 

金型 
システム 

機工・計測 
システム 

計 

売上高       

外部顧客への売上高 2,394,572 1,263,719 1,770,594 5,428,885 － 5,428,885 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
5,942 － 2,498 8,440 △8,440 － 

計 2,400,514 1,263,719 1,773,093 5,437,326 △8,440 5,428,885 

セグメント利益又は損失(△) 47,090 △164,141 △119,613 △236,664 △15,060 △251,724 

  （注）１ セグメント損失の調整額△15,060千円は、セグメント間取引消去△2,166千円と報告セグメントに帰属し
ない一般管理費△12,894千円であります。

    ２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
 
 
 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年９月30日）
１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円） 

 報告セグメント 

調整額 

（注）1 

四半期連結 

損益計算書計 

上額（注）2 
 

駆動 
システム 

金型 
システム 

機工・計測 
システム 

計 

売上高       

外部顧客への売上高 3,011,560 1,729,420 1,917,717 6,658,697 - 6,658,697 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
7,854 5 3,953 11,813 △11,813 - 

計 3,019,414 1,729,425 1,921,670 6,670,510 △11,813 6,658,697 

セグメント利益又は損失(△) 52,420 △178,161 △56,782 △182,524 △28,929 △211,458 

  （注）１ セグメント損失の調整額△28,929千円は、セグメント間取引消去△2,706千円と報告セグメントに帰属し
ない一般管理費△26,223千円であります。

    ２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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