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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 10,281 △8.2 492 △48.1 521 △47.5 330 △43.7
26年3月期第3四半期 11,198 16.8 950 111.4 993 105.4 587 112.9

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 696百万円 （△19.6％） 26年3月期第3四半期 866百万円 （167.1％）

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 21.83 ―
26年3月期第3四半期 38.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 26,667 17,304 64.9
26年3月期 27,476 16,705 60.8
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 17,304百万円 26年3月期 16,705百万円

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
27年3月期 ― 5.00 ―
27年3月期（予想） 5.00 10.00

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 16,300 △7.0 1,275 △17.3 1,330 △18.4 570 △38.4 37.62



(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） ： 無 

(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の対象外であり、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は終了しておりません。 

※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、四半期
決算短信（添付資料）3ページ「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。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 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 15,160,000 株 26年3月期 15,160,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 9,784 株 26年3月期 9,784 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 15,150,216 株 26年3月期3Q 15,150,415 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わが国経済は、政府による経済・金融政策の推進を背景に、株価の持ち直し

や円安による輸出企業の業績改善がみられましたものの、消費増税による個人消費の回復の遅れや夏場の天候不順

の影響もあり、明・暗が混在しながら推移いたしました。また、国内経済のみならず新興国経済の減速といった世

界経済の下振れリスクなどの懸念材料を抱えており、依然として先行き不透明な状況が続いております。

この様な情勢の中で、2013年度から2015年度までの中期経営計画「ＳＡＰ１５(Seibu Action Plan for 2015) 」

を策定し、当社グループは「商品力の向上」ならびに「販売力の強化」によって、安定成長を実現すべく、全社を

挙げて努力してまいりました。

当第３四半期連結累計期間の業績は、受注高は円安効果などにより輸出が伸びましたものの、企業の国内設備投

資計画の見直しなどの影響もあり、129億１千７百万円（前年同期比2.8%減）となりました。売上高は輸出の増加が

ありましたものの、前年同期は大口物件の納入があったこともあり、102億８千１百万円（前年同期比8.2%減）とな

りました。また、損益においては、経常利益は５億２千１百万円（前年同期比47.5%減）、四半期純利益は３億３千

万円（前年同期比43.7%減）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　

搬送機械事業

搬送機械事業では、既存顧客からのリピート受注、小型自動倉庫や製造業の生産・物流分野などに、ピッキング

システムや新商品を使ったソリューションを提案するとともにサービス・メンテナンスにも注力し、拡販を図って

まいりました。しかしながら、国内設備投資の見直しなどの影響もあり、受注高は44億２千７百万円（前年同期比

8.6%減）、売上高は前年同期は大口物件の納入があったこともあり、32億１百万円（前年同期比31.8%減）となりま

した。

　
産業機械事業

産業機械事業の産機部門では、民間需要の掘り起こしやゲート分野を中心とした既存市場におけるシェアアッ

プ、サービス・メンテナンスに注力してまいりました。また、精密機械部門では、既存顧客の更新需要や海外市場

の開拓に注力してまいりました。その結果、精密機械部門で輸出が増加し、受注高は81億９千万円（前年同期比

0.4%増）、売上高は67億７千１百万円（前年同期比9.0%増）となりました。

　
その他の事業

その他の事業では、営繕工事の増加などにより、受注高は２億９千９百万円（前年同期比6.9%増）、売上高は３

億９百万円（前年同期比7.6%増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末より８億８百万円減少し、266億６千７百万円となりました。

その主な要因といたしましては、売掛金の回収などにより現金及び預金が11億６百万円、第４四半期の売上の増加

に伴い、仕掛品が５億３千８百万円、原材料及び貯蔵品が５億２百万円増加しましたものの、受取手形及び売掛金

が26億７千２百万円減少したことなどによるものであります。

（負債）

負債の部では、前連結会計年度末より14億７百万円減少し、93億６千３百万円となりました。その主な要因とい

たしましては、仕入の減少により支払手形及び買掛金が８千１百万円、電子記録債務が１億８千６百万円、法人税

等の支払により未払法人税等が６億１千３百万円、流動負債のその他が未払費用の減少などによって２億４千９百

万円減少したことなどによるものであります。

（純資産）

純資産の部は、前連結会計年度末より５億９千９百万円増加し、173億４百万円となりました。その主な要因と

いたしましては、利益剰余金が２億３千３百万円、その他有価証券評価差額金が３億２千万円増加したことなどに

よるものであります。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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連結業績予想につきましては、平成26年10月31日発表の数値から変更はありません。

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。

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

該当事項はありません。

（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

（会計方針の変更）

「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。）

及び「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項本文及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、退職給付債務及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退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ご

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いたしました。

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、退職給付債務及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200,755千円減少し、利益剰余金が129,728

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利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。
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３．四半期連結財務諸表

（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 5,821,785 6,928,565

受取手形及び売掛金 7,797,011 5,124,439

仕掛品 530,497 1,068,878

原材料及び貯蔵品 797,662 1,299,848

繰延税金資産 280,178 93,691

その他 65,274 147,627

貸倒引当金 △2,482 △11,563

流動資産合計 15,289,927 14,651,487

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,331,084 3,213,980

土地 5,006,687 5,006,687

その他（純額） 571,677 568,495

有形固定資産合計 8,909,448 8,789,162

無形固定資産 13,285 13,512

投資その他の資産

投資有価証券 2,404,811 2,861,946

その他 896,430 389,311

貸倒引当金 △37,745 △37,745

投資その他の資産合計 3,263,496 3,213,512

固定資産合計 12,186,230 12,016,186

資産合計 27,476,157 26,667,674
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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 1,705,808 1,624,227

電子記録債務 2,994,283 2,808,009

短期借入金 620,250 620,250

未払法人税等 648,269 34,428

その他 1,286,297 1,037,009

流動負債合計 7,254,909 6,123,924

固定負債

長期借入金 336,000 336,000

再評価に係る繰延税金負債 1,716,500 1,716,500

役員退職慰労引当金 220,483 207,554

退職給付に係る負債 1,137,330 869,126

その他 105,888 110,477

固定負債合計 3,516,204 3,239,659

負債合計 10,771,113 9,363,583

純資産の部

株主資本

資本金 2,658,400 2,658,400

資本剰余金 2,616,594 2,616,594

利益剰余金 7,468,801 7,702,041

自己株式 △4,264 △4,264

株主資本合計 12,739,531 12,972,771

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 880,006 1,200,453

土地再評価差額金 3,124,296 3,124,296

退職給付に係る調整累計額 △38,789 6,569

その他の包括利益累計額合計 3,965,512 4,331,319

純資産合計 16,705,044 17,304,090

負債純資産合計 27,476,157 26,667,674
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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 11,198,864 10,281,533

売上原価 8,040,268 7,438,237

売上総利益 3,158,596 2,843,295

販売費及び一般管理費 2,208,146 2,350,444

営業利益 950,450 492,850

営業外収益

受取利息 1,070 1,759

受取配当金 35,606 39,641

その他 18,566 15,231

営業外収益合計 55,242 56,632

営業外費用

支払利息 9,482 9,605

コミットメントフィー 3,136 18,122

その他 - 3

営業外費用合計 12,618 27,731

経常利益 993,074 521,752

特別利益

固定資産売却益 49 399

受取保険金 12,852 659

その他 - 27

特別利益合計 12,902 1,087

特別損失

固定資産除却損 4 460

工場移転費用 - 3,459

事故関連損失 7,758 -

災害による損失 3,661 470

その他 434 -

特別損失合計 11,858 4,389

税金等調整前四半期純利益 994,118 518,449

法人税、住民税及び事業税 287,063 16,893

法人税等還付税額 △35,123 △4,433

法人税等調整額 154,255 175,225

法人税等合計 406,195 187,684

少数株主損益調整前四半期純利益 587,923 330,764

四半期純利益 587,923 330,764
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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 587,923 330,764

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 278,748 320,447

退職給付に係る調整額 - 45,359

その他の包括利益合計 278,748 365,806

四半期包括利益 866,671 696,571

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 866,671 696,571

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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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。
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