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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６月30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１四半期 9,125 △0.9 202 △59.0 180 △42.3 72 △49.2

29年３月期第１四半期 9,204 △2.7 492 32.7 313 △10.9 142 △2.5
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 220百万円( －％) 29年３月期第１四半期 △654百万円( －％)
　

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１四半期 16.44 －

29年３月期第１四半期 32.35 －
　

※平成28年10月１日付で普通株式５株を１株に併合しています。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います。

　

（２）連結財政状態

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

30年３月期第１四半期 45,194 17,791 35.2 3,610.27

29年３月期 43,394 17,907 36.7 3,615.97
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 15,890百万円 29年３月期 15,915百万円
　

　　

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 － 6.00 － 40.00 －

30年３月期 －

30年３月期(予想) 35.00 － 40.00 75.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

※平成28年10月１日付で普通株式５株を１株に併合しています。平成29年３月期の１株当たり期末配当金については、
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「－」として記載しています。株式併合後の基準
で換算した平成29年３月期の１株当たり年間配当額は70円となります。

　

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、通期は対前期、四半期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) 18,540 0.1 1,050 7.6 1,000 32.4 540 57.3 122.68

通期 37,500 0.1 2,500 11.3 2,200 7.4 1,150 6.7 261.26
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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)
　

　

（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
　

(注）詳細は、四半期決算短信【添付資料】P.７「２.四半期連結財務諸表及び主な注記（３)四半期財務諸表に関す
る注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（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１Ｑ 4,420,000株 29年３月期 4,420,000株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 18,505株 29年３月期 18,468株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 4,401,518株 29年３月期１Ｑ 4,401,942株
　

（注）平成28年10月１日付で普通株式５株を１株に併合しています。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、期中平均株式数を算定しています。

　

※ 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
（将来に関する記述等についてのご注意）
　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】P.２
「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」をご覧ください。
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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世界経済は、米国では、引き続き個人消費が増加し、欧州でも概して回復基

調にあります。また、中国を含むアジア経済は底堅く推移した一方、わが国は実感なき緩やかな景気回復が続いて

おります。

当社製品の主要市場である自動車産業におきましては、国内市場は軽自動車の反動増もあり、前年同期比で増加

した一方、米国では乗用車販売が減少傾向にあります。

こうした状況の中、当社グループは米国第２工場で本年８月から量産開始するＴＮＧＡ新規製品のエンジン用部

品や自動変速機用部品等の立上げ準備、グローバルな最適生産・供給体制の整備、及び生産効率の向上を狙った合

理化投資を推進しております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は9,125百万円と前年同四半期に比べ79百万円（0.9%）の減

収、営業利益は202百万円と前年同四半期と比べ290百万円(59.0%)の減益、経常利益は180百万円と前年同四半期と

比べ132百万円(42.3%)の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は72百万円と前年同四半期と比べ70百万円

(49.2%)の減益となりました。
　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①粉末冶金製品事業

自動車用部品につきましては、米国での生産準備費用の増加及び原材料価格の上昇等により減益となりまし

た。また、鉄道車両用部品につきましては、新規開発の新幹線用ブレーキライニングの搭載車両増加で売上増

となりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は8,655百万円と前年同四半期と比べ112百万円

（1.3%）の減収となり、セグメント利益につきましては、571百万円と前年同四半期と比べ261百万円（31.4%）

の減益となりました。
　
②油圧機器製品事業

主にデンタル販売（日本・北米・アジア）が大きく売上を伸ばし、好調に推移しました。一方、国内メディ

カル販売は画像診断メーカーの在庫調整等により減少となりました。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は466百万円と前年同四半期と比べ32百万円

（7.5%）の増収となり、セグメント利益につきましては、128百万円と前年同四半期と比べ14百万円（12.5%）

の増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比1,275百万円増）等

により、17,696百万円（前連結会計年度末比1,342百万円増）となりました。固定資産につきましては、有形固定資

産の増加（前連結会計年度末比541百万円増）等により、27,497百万円（前連結会計年度末比457百万円増）となり

ました。

以上により、資産合計は45,194百万円（前連結会計年度末比1,800百万円増）となりました。

　流動負債につきましては、電子記録債務の増加（前連結会計年度末比723百万円増）、賞与引当金の増加（前連結

会計年度末比465百万円増）等により、18,502百万円（前連結会計年度末比1,569百万円増）となりました。固定負

債につきましては長期借入金の増加（前連結会計年度末比388百万円増）等により、8,900百万円（前連結会計年度

末比346百万円増）となりました。

この結果、負債合計は27,402百万円（前連結会計年度末比1,916百万円増）となりました。

純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が103百万円減少、その他の包括利益累計額が78百万円増加

したことにより、非支配株主持分を除くと15,890百万円（自己資本比率35.2%）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年４月27日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,377,972 4,653,443

受取手形及び売掛金 7,366,118 7,073,881

電子記録債権 1,259,570 1,255,839

商品及び製品 564,986 605,687

仕掛品 1,328,056 1,386,740

原材料及び貯蔵品 1,756,890 1,852,144

繰延税金資産 359,788 482,336

その他 340,890 386,672

流動資産合計 16,354,273 17,696,744

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 13,061,242 13,111,115

減価償却累計額 △7,473,200 △7,567,513

建物及び構築物（純額） 5,588,042 5,543,602

機械装置及び運搬具 40,425,382 42,410,533

減価償却累計額 △31,500,251 △31,822,936

機械装置及び運搬具（純額） 8,925,131 10,587,597

工具、器具及び備品 4,924,390 5,077,659

減価償却累計額 △4,070,752 △4,178,772

工具、器具及び備品（純額） 853,638 898,887

土地 3,530,759 3,534,897

リース資産 1,014,481 1,021,349

減価償却累計額 △602,428 △617,090

リース資産（純額） 412,052 404,259

建設仮勘定 3,869,634 2,751,204

有形固定資産合計 23,179,257 23,720,447

無形固定資産

電話加入権 11,407 11,407

リース資産 112,796 102,154

その他 135,811 138,912

無形固定資産合計 260,016 252,474

投資その他の資産

投資有価証券 2,425,429 2,421,478

長期貸付金 17,619 18,768

繰延税金資産 1,080,554 1,009,478

その他 87,312 85,378

貸倒引当金 △10,242 △10,242

投資その他の資産合計 3,600,673 3,524,861

固定資産合計 27,039,947 27,497,784

資産合計 43,394,221 45,194,529
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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１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,153,529 3,090,660

電子記録債務 3,393,492 4,116,828

短期借入金 5,304,706 5,595,168

1年内返済予定の長期借入金 1,912,648 2,149,999

リース債務 142,924 147,116

未払法人税等 327,660 174,868

未払消費税等 168,631 149,136

未払費用 613,259 693,908

繰延税金負債 17,862 2,419

賞与引当金 905,633 1,370,944

役員賞与引当金 37,000 9,179

設備関係支払手形 42,275 57,947

その他 913,316 944,157

流動負債合計 16,932,942 18,502,335

固定負債

長期借入金 3,582,958 3,971,139

リース債務 418,667 398,134

役員退職慰労引当金 94,623 69,201

退職給付に係る負債 4,098,189 4,101,417

資産除去債務 324,426 325,980

その他 34,926 34,581

固定負債合計 8,553,792 8,900,455

負債合計 25,486,735 27,402,790

純資産の部

株主資本

資本金 2,203,000 2,203,000

資本剰余金 1,722,945 1,722,945

利益剰余金 11,173,322 11,069,605

自己株式 △29,496 △29,572

株主資本合計 15,069,771 14,965,978

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,118,170 1,113,727

為替換算調整勘定 212,310 256,925

退職給付に係る調整累計額 △484,433 △446,058

その他の包括利益累計額合計 846,047 924,593

非支配株主持分 1,991,667 1,901,166

純資産合計 17,907,486 17,791,738

負債純資産合計 43,394,221 45,194,529
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 9,204,553 9,125,298

売上原価 7,732,999 7,923,392

売上総利益 1,471,554 1,201,906

販売費及び一般管理費 978,963 999,792

営業利益 492,590 202,113

営業外収益

受取利息 2,445 2,061

受取配当金 22,302 25,917

為替差益 － 8,981

作業くず売却収入 4,345 6,193

雑収入 22,536 7,417

営業外収益合計 51,629 50,571

営業外費用

支払利息 48,098 51,509

固定資産除却損 1,111 3,774

為替差損 175,332 －

雑支出 6,345 16,556

営業外費用合計 230,887 71,839

経常利益 313,333 180,845

税金等調整前四半期純利益 313,333 180,845

法人税等 97,216 62,535

四半期純利益 216,116 118,310

非支配株主に帰属する四半期純利益 73,715 45,966

親会社株主に帰属する四半期純利益 142,401 72,344
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 216,116 118,310

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △150,521 △4,443

為替換算調整勘定 △757,926 68,488

退職給付に係る調整額 37,340 38,382

その他の包括利益合計 △871,107 102,426

四半期包括利益 △654,990 220,737

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △541,595 150,505

非支配株主に係る四半期包括利益 △113,394 70,231
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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（セグメント情報）

１.前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

　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
その他
（注１）

総合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

粉末冶金
製品事業

油圧機器
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,767,800 434,150 9,201,951 2,602 9,204,553 ― 9,204,553

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 8,767,800 434,150 9,201,951 2,602 9,204,553 ― 9,204,553

セグメント利益 833,256 113,889 947,145 834 947,980 △455,389 492,590

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり、発電および売電に関する事業で

す。

２ セグメント利益の調整額△455,389千円は、全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。

３ セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２.当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

　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
その他
（注１）

総合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

粉末冶金
製品事業

油圧機器
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,655,596 466,807 9,122,404 2,893 9,125,298 ― 9,125,298

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 8,655,596 466,807 9,122,404 2,893 9,125,298 ― 9,125,298

セグメント利益 571,763 128,088 699,851 1,334 701,186 △499,072 202,113

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり、発電および売電に関する事業で

す。

２ セグメント利益の調整額△499,072千円は、全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。

３ セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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