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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当社グループを取り巻く経済情勢は、米国や欧州におきましては、雇用・所

得環境の改善とともに、原油安による実質的な購買力の改善を背景として、個人消費主導の緩やかな景気の回復が

続いております。また、新興国におきましては、過剰な生産設備を抱える製造業や不動産市場の調整など、投資が

鈍化する中国やアジア諸国においては輸出が低水準で推移するなど、景気の減速感が強まっております。一方、国

内経済におきましては、海外経済の減速に伴い、輸出の伸び悩みなど、先行きに対する不透明感が残るものの企業

業績の回復や、雇用・所得環境の改善から景気は緩やかな回復基調が続いております。

 このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、受注量の拡大や、コスト競争力を強化するために、

海外子会社との協力、連携により現地調達、現地生産比率を高めるなど、グローバル市場での事業拡大に注力して

まいりました。また、国内市場におきましては、既存のお客様、既存市場に対するシェアの拡大や、今後成長が見

込まれる事業領域に注力するなど、売上規模と収益の拡大のために営業活動を強化してまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は358億57百万円（前年同期比3.8%増）となり、営業利益

は22億82百万円(前年同期比74.0%増)、経常利益は22億40百万円(前年同期比82.3%増)、親会社株主に帰属する四半

期純利益は13億80百万円（前年同期比106.8%増）となりました。 

 

事業部門別の営業概況は、以下のとおりであります。

１）自動車関連生産設備事業

自動車関連生産設備事業におきましては、原油安を背景とした自動車販売が好調な米国や、市場回復が続く

とみられる欧州に加え、中国におきましても景気の減速の懸念はあるものの、減税措置の導入などにより、世

界の自動車販売は堅調に推移する中、主力となる北米市場向けのパワートレイン関連設備や、国内自動車部品

メーカー向け設備など、好調な受注に支えられました結果、売上高は117億92百万円（前年同期比15.0%増）と

なりました。 

２）半導体関連生産設備事業 

半導体関連生産設備事業におきましては、近年、市場を牽引してきたスマートフォン・タブレット端末など

のモバイル関連機器の市場が成熟化しつつあり、半導体市況の先行き不透明感は払拭できない状況ではありま

すが、シリコンウェーハ搬送設備案件や、製造受託案件など、受注、売上とも予定どおりに推移しました結

果、売上高は92億77百万円（前年同期比15.7%減）となりました。 

３）家電関連およびその他生産設備事業

家電関連およびその他生産設備事業におきましては、安定的な買換え需要や、新興国での経済成長を背景と

した家電普及率の拡大など、需要増が見込まれる中、白物家電を中心とした組立設備案件や、タイヤ関連設備

の案件が堅調に推移しました結果、売上高は104億13百万円（前年同期比25.9%増）となりました。 

 

セグメントの状況は以下のとおりであります。

１）日本

日本におきましては、自動車関連でのパワートレイン関連設備や、タイヤ関連設備の売上が堅調に推移しま

した。損益面におきましても、売上高の増加に加え、内部リソースの活用による内製化率の拡大など、原価低

減活動を進めてまいりました結果、売上高は288億88百万円（前年同期比5.6%増）、営業利益は24億91百万円

（前年同期比147.4%増）となりました。 

２）アジア 

アジアにおきましては、家電関連および自動車関連設備を中心として、当初計画からの受注の遅れや、売上

時期の延期などにより、売上高の減少が影響しました結果、売上高は44億17百万円（前年同期比14.1%減）、

営業損失は１億27百万円（前年同期は１億16百万円の営業利益）となりました。 

３）北米 

北米におきましては、自動車メーカー向けの案件を中心として、売上高は堅調に推移しましたが、仕入高

や、人件費などの固定費が増加しました結果、売上高は21億５百万円（前年同期比23.2%増）、営業損失は53

百万円（前年同期は１億69百万円の営業利益）となりました。 

４）欧州 

欧州におきましては、欧州市場の緩やかな景気回復基調が続いており、自動車関連設備および家電関連設備

を中心として、受注状況に改善の動きがみられました結果、売上高は４億45百万円（前年同期比34.0%増）、

営業利益は22百万円（前年同期は６百万円の営業損失）となりました。 
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（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて16億89百万円減少し、601億９百万

円となりました。その主な内訳は、受取手形及び売掛金の減少52億65百万円、仕掛品の増加34億78百万円でありま

す。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて25億31百万円減少し、374億１百万円となりました。その主

な内訳は、支払手形及び買掛金の減少20億５百万円、短期借入金の減少５億６百万円、１年内返済予定の長期借入

金の増加28億46百万円、未払費用の減少５億56百万円、前受金の増加17億21百万円、長期借入金の減少34億52百万

円であります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の34.9％から37.2％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28年３月期の連結業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間の業績および最近の業績動向を踏ま

え、平成27年５月12日に公表いたしました業績予想の修正をおこなっております。詳細につきましては、本日（平

成28年２月10日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

 

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等の適用） 

 「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。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「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。以下「連結会計基

準」という。）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。以下「事業

分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対

する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度

の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結

合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会

計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及

び少数株主持分から非支配株主持分へ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３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行

っております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び

事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は91,724千円減少しております。また、

当第３四半期連結会計期間末の資本剰余金が91,724千円増加しております。
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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３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 9,389,121 9,082,282 

受取手形及び売掛金 24,713,158 19,447,470 

商品及び製品 167,851 252,693 

仕掛品 4,569,747 8,048,248 

原材料及び貯蔵品 356,528 411,179 

繰延税金資産 1,850,124 1,340,843 

その他 1,056,050 1,152,437 

貸倒引当金 △68,663 △55,344 

流動資産合計 42,033,918 39,679,810 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 4,216,987 4,071,906 

機械装置及び運搬具（純額） 1,187,690 1,034,353 

工具、器具及び備品（純額） 510,840 476,918 

土地 9,736,893 9,719,678 

建設仮勘定 53,187 214,693 

有形固定資産合計 15,705,599 15,517,550 

無形固定資産    

借地権 25,781 25,781 

ソフトウエア 371,860 343,398 

のれん 17,777 11,607 

その他 16,770 16,564 

無形固定資産合計 432,190 397,351 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,728,649 2,974,914 

破産更生債権等 38,520 38,335 

退職給付に係る資産 464,994 1,034,492 

繰延税金資産 6,316 3,179 

その他 585,434 690,666 

貸倒引当金 △196,866 △226,864 

投資その他の資産合計 3,627,047 4,514,723 

固定資産合計 19,764,837 20,429,625 

資産合計 61,798,755 60,109,436 
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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３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 11,353,954 9,348,361 

短期借入金 7,448,831 6,942,246 

1年内返済予定の長期借入金 3,844,106 6,690,600 

未払金 577,868 440,854 

未払費用 2,110,583 1,553,885 

未払法人税等 322,830 138,681 

前受金 1,330,784 3,052,502 

賞与引当金 15,007 26,737 

役員賞与引当金 104,028 - 

製品保証引当金 165,199 162,007 

工事損失引当金 89,719 63,246 

その他 988,700 628,655 

流動負債合計 28,351,613 29,047,779 

固定負債    

長期借入金 8,432,221 4,980,100 

役員退職慰労引当金 37,087 24,707 

資産除去債務 104,565 105,094 

繰延税金負債 196,336 533,739 

再評価に係る繰延税金負債 2,236,962 2,236,962 

その他 575,001 473,511 

固定負債合計 11,582,173 8,354,115 

負債合計 39,933,787 37,401,894 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,633,962 2,633,962 

資本剰余金 2,322,634 2,414,359 

利益剰余金 11,352,927 12,575,646 

自己株式 △293,594 △1,153,553 

株主資本合計 16,015,930 16,470,414 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 933,142 1,100,079 

繰延ヘッジ損益 △276,840 3,838 

土地再評価差額金 4,203,188 4,203,188 

為替換算調整勘定 865,036 724,022 

退職給付に係る調整累計額 △145,400 △129,060 

その他の包括利益累計額合計 5,579,126 5,902,068 

非支配株主持分 269,911 335,058 

純資産合計 21,864,968 22,707,541 

負債純資産合計 61,798,755 60,109,436 
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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26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

売上高 34,541,957 35,857,383 

売上原価 28,799,994 28,592,970 

売上総利益 5,741,963 7,264,412 

販売費及び一般管理費 4,430,385 4,982,082 

営業利益 1,311,577 2,282,329 

営業外収益    

受取利息 2,348 3,215 

受取配当金 24,655 28,835 

保険配当金 23,222 19,884 

原材料等売却益 18,146 16,776 

持分法による投資利益 2,339 1,717 

その他 39,071 45,085 

営業外収益合計 109,784 115,514 

営業外費用    

支払利息 127,038 99,513 

為替差損 39,294 30,804 

その他 26,330 27,396 

営業外費用合計 192,662 157,714 

経常利益 1,228,699 2,240,129 

特別利益    

固定資産売却益 1,200 626 

投資有価証券売却益 23 － 

特別利益合計 1,223 626 

特別損失    

固定資産除却損 2,211 4,258 

固定資産売却損 56 2,343 

特別損失合計 2,267 6,602 

税金等調整前四半期純利益 1,227,655 2,234,154 

法人税等 525,265 877,983 

四半期純利益 702,389 1,356,170 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
34,801 △24,156 

親会社株主に帰属する四半期純利益 667,588 1,380,327 
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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26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

四半期純利益 702,389 1,356,170 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 212,037 166,937 

繰延ヘッジ損益 △632,380 280,679 

為替換算調整勘定 122,041 △154,507 

退職給付に係る調整額 61,617 14,860 

その他の包括利益合計 △236,684 307,970 

四半期包括利益 465,705 1,664,140 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 426,958 1,703,270 

非支配株主に係る四半期包括利益 38,746 △39,129 
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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）

 当社は、平成27年９月３日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得等により、当

第３四半期連結累計期間において自己株式が859,958千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式

が1,153,553千円となっております。 
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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） 

  日本 アジア 北米 欧州 合計 

売上高          

外部顧客への売上高 27,359,856 5,141,128 1,708,066 332,906 34,541,957 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
3,177,781 515,085 103,621 44,606 3,841,094 

計 30,537,637 5,656,213 1,811,688 377,512 38,383,051 

セグメント利益又は損失（△） 1,007,221 116,664 169,478 △6,753 1,286,610 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 1,286,610

棚卸資産の調整額 24,219

その他の調整額 747

四半期連結損益計算書の営業利益 1,311,577

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27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） 

  日本 アジア 北米 欧州 合計 

売上高          

外部顧客への売上高 28,888,526 4,417,809 2,105,084 445,963 35,857,383 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2,606,786 554,376 947,773 65,437 4,174,374 

計 31,495,312 4,972,186 3,052,858 511,400 40,031,757 

セグメント利益又は損失（△） 2,491,502 △127,015 △53,834 22,597 2,333,250 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 2,333,250

棚卸資産の調整額 △54,314

その他の調整額 3,392

四半期連結損益計算書の営業利益 2,282,329
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４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

(１)生産実績

当第３四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成27年４月１日 

  至 平成27年12月31日)

（千円）

前年同四半期比（％）

日本 31,655,373 108.3

アジア 5,036,100 98.3 

北米 2,237,257 104.7

欧州 597,101 148.8

合計 39,525,832 107.2

 

当第３四半期連結累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成27年４月１日 

  至 平成27年12月31日)

（千円）

前年同四半期比（％）

自動車関連生産設備事業 12,876,715 118.9

半導体関連生産設備事業 11,331,685 98.3

家電関連およびその他生産設備事業 11,248,808 120.1

その他 4,068,622 79.0

合計 39,525,832 107.2

（注）１．金額は、販売価格および製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(２)受注状況

当第３四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
受注高

（千円）

前年同

四半期比

（％）

受注残高

（千円）

前年同

四半期比

（％）

日本 32,837,583 93.1 22,466,255 110.7

アジア 4,953,786 73.7 4,014,765 108.2

北米 4,010,323 352.1 3,474,108 337.2

欧州 591,502 121.9 479,936 150.5

合計 42,393,195 97.2 30,435,066 120.1

 

当第３四半期連結累計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
受注高

（千円）

前年同

四半期比

（％）

受注残高

（千円）

前年同

四半期比

（％）

自動車関連生産設備事業 16,650,494 125.6 14,661,342 160.3

半導体関連生産設備事業 12,659,965 93.0 7,056,686 103.7

家電関連およびその他生産設備事業 8,893,846 73.0 7,651,909 94.8

その他 4,188,890 91.6 1,065,127 80.0

合計 42,393,195 97.2 30,435,066 120.1

（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(３)販売実績

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成27年４月１日 

  至 平成27年12月31日)

（千円）

前年同四半期比（％）

日本 28,888,526 105.6

アジア 4,417,809 85.9

北米 2,105,084 123.2

欧州 445,963 134.0

合計 35,857,383 103.8

 

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成27年４月１日 

  至 平成27年12月31日)

（千円）

前年同四半期比（％）

自動車関連生産設備事業 11,792,644 115.0

半導体関連生産設備事業 9,277,198 84.3

家電関連およびその他生産設備事業 10,413,275 125.9

その他 4,374,264 87.2

合計 35,857,383 103.8

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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