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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年12月31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3四半期 9,747 14.8 △364 ― △193 ― △201 ―
26年3月期第3四半期 8,489 14.0 △269 ― △108 ― 1,084 ―

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 8百万円 （△99.4％） 26年3月期第3四半期 1,520百万円 （―％）

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3四半期 △7.20 ―
26年3月期第3四半期 38.63 ―

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3四半期 18,490 7,991 42.1 277.66
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3四半期 7,792百万円 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。業績予想の修正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
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期3Q 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3Q 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3Q 28,064,596 株 26年3月期3Q 28,065,037 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3四半期連結累計期間における経済状況は、ロシア経済の悪化や中国経済の成長鈍化による世界経済への影

響に加えて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10,694百万円（前年同期比1,937百万円、22.1％増）、売上高9,747百万円（前年同期比1,258百万円、

14.8％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、残念ながら経常利益の計上にはいたりませんでし

た。主な理由としては、材料原価比率が高い製品の売上が増加したことを主因に利益率が低下したこと、販売費及

び一般管理費が前年同期比239百万円増加したこと等に加え、8月より開始した新情報システムの導入により受注・

生産面での混乱が発生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193百万円（前年

同期は経常損失108百万円）、四半期純損失201百万円（本社土地売却益を計上した前年同期は四半期純利益1,084

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スマートフォン・タブレットPCにかかわる半導体・液晶市場が堅調に推移し

たことにより、受注高4,810百万円（前年同期比1,082百万円、29.0％増）、売上高4,431百万円（前年同期比752百

万円、20.5％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149百

万円（前年同期比33百万円、29.5％増）の結果となりました。 

〇金型システム 

当連結累計期間の前半において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加え、金型の受

注売上も堅調に推移したことから当事業セグメントの受注高は2,827百万円（前年同期比751百万円、36.2％増）、

売上高は2,607百万円（前年同期比504百万円、24.0％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252百万円（前年同期は営業損失226百万円）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

3,072百万円（前年同期比107百万円、3.6％増）、売上高は2,725百万円（前年同期比5百万円、0.2％増）となりま

した。 

機器事業の構造改革に伴い、汎用ツーリングの台湾企業への事業譲渡と移管先での生産立上支援や、ハイドロリ

ックツール製造ラインの長野工場から富津工場への移管等を実施しました。また基幹情報システムの更新に付随

し、生産管理システムの抜本的切り替えを実施しました。一連の構造改革の成果が今後現れてくると期待されるも

のの、当該期間においてはこれら諸施策の影響から、一時的に収益が圧迫されたこと等により営業損失215百万円

（前年同期の営業損失126百万円）の結果となりました。 

 
 

（２）財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は18,490百万円となり、前連結会計年度末と比較して453百万円増加しまし

た。これは主に土地の減少等により固定資産が141百万円減少したのに対し、流動資産が594百万円増加したことに

よるものです。

一方負債合計金額は10,499百万円となり前連結会計年度末と比較して190百万円増加しました。これは主に退職

給付に係る負債の減少等により固定負債が582百万円減少したのに対し、短期借入金の増加等により流動負債が773

百万円増加したことによるものです。

また、当第3四半期連結会計期間末の純資産は7,991百万円となり、前連結会計年度末と比較して262百万円増加し

ました。これは主に為替換算調整勘定が105百万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27年3月期の通期業績予想につきましたは、前回公表（平成26年11月14日）の業績予想値を変更しておりま

せん。 
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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3四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、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3四半

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3四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3四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３四半期連結会計期間 
(平成26年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,268,188 2,317,382 

受取手形及び売掛金 2,790,680 2,802,512 

商品及び製品 432,684 452,175 

仕掛品 1,143,207 1,312,503 

原材料及び貯蔵品 493,558 756,690 

その他 583,480 666,712 

貸倒引当金 △26,133 △27,409 
流動資産合計 7,685,667 8,280,567 

固定資産   
有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,636,058 2,528,984 

土地 1,926,258 1,888,125 

その他（純額） 1,615,988 1,580,316 
有形固定資産合計 6,178,304 5,997,426 

無形固定資産   
のれん 1,464,169 1,483,129 

その他 360,497 407,824 
無形固定資産合計 1,824,667 1,890,953 

投資その他の資産   
投資有価証券 1,447,950 1,684,399 

その他 903,112 639,342 

貸倒引当金 △1,788 △1,737 
投資その他の資産合計 2,349,275 2,322,004 

固定資産合計 10,352,248 10,210,384 

資産合計 18,037,915 18,490,951 
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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３四半期連結会計期間 
(平成26年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,525,863 2,745,208 

短期借入金 1,221,133 1,609,525 

未払法人税等 51,271 33,780 

賞与引当金 118,593 54,785 

その他 833,996 1,081,050 
流動負債合計 4,750,859 5,524,351 

固定負債   
長期借入金 1,818,164 1,663,958 

退職給付に係る負債 2,310,525 1,878,250 

役員退職慰労引当金 123,012 119,758 

環境対策引当金 93,872 93,872 

その他 1,212,145 1,219,207 
固定負債合計 5,557,720 4,975,047 

負債合計 10,308,579 10,499,398 

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 2,801,292 

自己株式 △7,663 △7,746 
株主資本合計 6,102,921 6,119,941 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 409,787 552,538 

土地再評価差額金 801,078 790,228 

為替換算調整勘定 472,469 578,250 

退職給付に係る調整累計額 △271,588 △248,711 
その他の包括利益累計額合計 1,411,746 1,672,304 

少数株主持分 214,667 199,307 

純資産合計 7,729,335 7,991,553 

負債純資産合計 18,037,915 18,490,951 
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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25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

売上高 8,489,434 9,747,610 

売上原価 6,655,669 7,769,904 
売上総利益 1,833,764 1,977,706 

販売費及び一般管理費 2,103,086 2,342,358 

営業損失（△） △269,321 △364,652 

営業外収益   
持分法による投資利益 14,619 13,655 

為替差益 105,298 75,905 

設備賃貸料 52,337 50,029 

受取ロイヤリティー 66,741 65,976 

助成金収入 22,556 21,912 

その他 74,902 107,063 
営業外収益合計 336,454 334,542 

営業外費用   
支払利息 80,396 56,040 

シンジケートローン手数料 26,999 14,000 

その他 68,697 93,437 
営業外費用合計 176,094 163,477 

経常損失（△） △108,961 △193,587 

特別利益   
固定資産売却益 1,284,177 4,183 
特別利益合計 1,284,177 4,183 

特別損失   
固定資産売却損 － 1,885 

固定資産除却損 1,899 243 

クレーム対策関連費用 67,000 － 

投資有価証券評価損 589 － 

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 247,036 2,129 

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（△） 
928,179 △191,532 

法人税、住民税及び事業税 37,942 53,713 
法人税等調整額 △190,629 △23,738 
法人税等合計 △152,687 29,975 

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（△） 
1,080,866 △221,508 

少数株主損失（△） △3,247 △19,543 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,084,114 △201,964 
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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25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

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（△） 
1,080,866 △221,508 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 158,092 142,750 

退職給付に係る調整額 － △22,877 

為替換算調整勘定 281,974 110,400 
その他の包括利益合計 440,067 230,273 

四半期包括利益 1,520,933 8,765 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 1,517,256 24,125 

少数株主に係る四半期包括利益 3,677 △15,360 
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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。

 
 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31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 3,670,429 2,103,430 2,715,574 8,489,434 － 8,489,434 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
7,970 － 4,151 12,122 △12,122 － 

計 3,678,399 2,103,430 2,719,725 8,501,556 △12,122 8,489,434 

セグメント利益又は損失(△) 115,241 △226,472 △126,642 △237,873 △31,448 △269,321 

 （注）１ セグメント損失の調整額△31,448千円は、セグメント間取引消去△2,753千円と報告セグメントに帰属し

ない一般管理費△28,694千円であります。

    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３四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年12月31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 4,419,326 2,607,459 2,720,825 9,747,610 － 9,747,610 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
11,837 5 4,615 16,458 △16,458 － 

計 4,431,164 2,607,464 2,725,440 9,764,069 △16,458 9,747,610 

セグメント利益又は損失(△) 149,214 △252,835 △215,228 △318,849 △45,802 △364,652 

 （注）１ セグメント損失の調整額△45,802千円は、セグメント間取引消去△2,183千円と報告セグメントに帰属し

ない一般管理費△43,619千円であります。

    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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