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1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年6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
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 ％

28年3月期第1四半期 3,437 23.0 63 ― 89 ― 22 ―
27年3月期第1四半期 2,794 12.5 △60 ― △36 ― △31 ―

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 55百万円 （―％） 27年3月期第1四半期 △30百万円 （―％）

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

28年3月期第1四半期 1.51 ―
27年3月期第1四半期 △2.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第1四半期 27,782 17,996 64.8
27年3月期 27,582 18,046 65.4
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 17,996百万円 27年3月期 18,046百万円

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

27年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3. 平成28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28年3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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
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

第2四半期(累計) 7,500 17.5 270 78.4 300 86.9 160 70.1 10.56
通期 17,800 11.5 1,430 35.9 1,500 32.8 810 30.2 53.46



(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） 28年3月期1Q 15,160,000 株 27年3月期 15,160,000 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 9,883 株 27年3月期 9,784 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 15,150,157 株 27年3月期1Q 15,150,216 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や円安を背景に、国内での設備投資意欲

の向上や輸出企業の業績改善がみられ、緩やかな景気回復基調を辿りました。しかしながら、依然として海外経済

の下振れリスクなどの懸念材料を抱えており、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、2015年度から2017年度までの新中期経営計画「チャレンジ200」を策定し、当社グループは

どのような環境下にありましても、「危機感」と「決断」と「スピード」を常に念頭におき、変化に対応することに

よって、受注・売上を拡大し、市場競争を勝ち抜くべく、全社を挙げて努力してまいりました。

当第１四半期連結累計期間の業績は、国内設備投資の回復や円安効果もあり、受注は54億５千６百万円（前年同

期比49.7%増）となり、売上高は34億３千７百万円（前年同期比23.0%増）となりました。また、損益においては、

経常利益は８千９百万円（前年同期は、経常損失３千６百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は２千２百万

円（前年同期は、親会社株主に帰属する四半期純損失３千１百万円）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。

なお、当第１四半期連結会計期間より、産業機械事業部精密機械部門を独立させ精密機械事業部とする組織の変

更を行っております。そのため、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、当第１四半期連

結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。

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。その結果、国内の設備投資の回復もあり、受注高は20億２千５百万円（前年同期比61.3%増）、売上

高は13億８百万円（前年同期比71.5%増）となりました。

産業機械事業

産業機械事業では、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。その結果、受注高は９億６千７百万円（前年同期比2.7%増）、売上高は

７億１千４百万円（前年同期比2.4%増）となりました。

精密機械事業

精密機械事業では、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、円安効果による

輸出の増加や省エネ補助金などの効果もあり、受注高は23億９千１百万円（前年同期比77.3%増）、売上高は13億３

千１百万円（前年同期比8.8%増）となりました。

その他の事業

その他の事業では、営繕工事の減少などにより、受注高は７千２百万円（前年同期比27.1%減）、売上高は８千２

百万円（前年同期比25.1%減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末より１億９千９百万円増加し、277億８千２百万円となりまし

た。その主な要因といたしましては、売上債権の回収等により受取手形及び売掛金が15億８千６百万円減少しまし

たものの、現金及び預金が９億１千３百万円、仕掛品が１億９千７百万円、原材料及び貯蔵品が３億８千１百万円、

投資その他の資産が３億４千万円増加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２億５千万円増加し、97億８千５百万円となりました。その主な要因とい

たしましては、支払手形及び買掛金、電子記録債務があわせて１億２千万円、未払法人税等が２億８百万円減少し

ましたものの、流動負債のその他が未払費用の増加などによって２億８千３百万円、退職給付に係る負債が２億８

千６百万円増加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５千万円減少し、179億９千６百万円となりました。その主な要因といた

しましては、利益剰余金が８千３百万円減少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

当四半期の業績につきましては、概ね予想通りに推移しております。従いまして、現段階では平成27年５月15

日の発表時の業績予想数値を継続したいと考えます。

　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）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表

示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っておりま

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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,543,758 7,457,497

受取手形及び売掛金 6,745,741 5,159,623

仕掛品 619,911 817,435

原材料及び貯蔵品 1,098,865 1,480,368

繰延税金資産 212,421 223,519

その他 57,858 70,970

貸倒引当金 △738 △582

流動資産合計 15,277,816 15,208,832

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,096,883 3,057,591

土地 5,006,687 5,006,687

その他（純額） 553,307 521,525

有形固定資産合計 8,656,877 8,585,804

無形固定資産 14,723 13,892

投資その他の資産

投資有価証券 3,111,980 3,138,324

その他 556,330 870,426

貸倒引当金 △35,145 △35,145

投資その他の資産合計 3,633,165 3,973,606

固定資産合計 12,304,766 12,573,303

資産合計 27,582,583 27,782,136
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,584,531 1,668,990

電子記録債務 2,736,369 2,531,163

短期借入金 620,250 620,250

未払法人税等 274,844 66,427

その他 1,286,500 1,569,658

流動負債合計 6,502,495 6,456,490

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 1,555,496 1,555,496

役員退職慰労引当金 213,226 216,320

退職給付に係る負債 746,528 1,032,945

その他 182,053 188,576

固定負債合計 3,033,304 3,329,338

負債合計 9,535,799 9,785,829

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 7,993,618 7,910,492

自己株式 △4,264 △4,332

株主資本合計 13,264,348 13,181,154

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,415,124 1,432,870

土地再評価差額金 3,285,301 3,285,301

退職給付に係る調整累計額 82,009 96,981

その他の包括利益累計額合計 4,782,435 4,815,152

純資産合計 18,046,783 17,996,306

負債純資産合計 27,582,583 27,782,136
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 2,794,941 3,437,095

売上原価 2,090,190 2,529,393

売上総利益 704,751 907,702

販売費及び一般管理費 765,040 844,629

営業利益又は営業損失（△） △60,289 63,072

営業外収益

受取利息 575 615

受取配当金 20,188 24,643

その他 7,572 5,448

営業外収益合計 28,336 30,707

営業外費用

支払利息 3,091 3,223

コミットメントフィー 1,032 781

その他 0 600

営業外費用合計 4,124 4,604

経常利益又は経常損失（△） △36,076 89,175

特別利益

受取保険金 308 -

その他 27 -

特別利益合計 336 -

特別損失

固定資産除却損 0 0

工場移転費用 - 320

特別損失合計 0 320

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（△）

△35,740 88,855

法人税、住民税及び事業税 10,395 79,411

法人税等還付税額 △3,826 -

法人税等調整額 △11,115 △13,480

法人税等合計 △4,546 65,930

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,193 22,925

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△31,193 22,925
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,193 22,925

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △14,486 17,745

退職給付に係る調整額 15,119 14,971

その他の包括利益合計 633 32,716

四半期包括利益 △30,560 55,642

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △30,560 55,642

非支配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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