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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情勢は、米国経済は、景気は回復基調で推移しました。欧州において

は、景気は緩やかな持ち直しの動きが続きましたが、アジアにおいては、中国および東南アジアで成長テンポは鈍

化傾向となりました。わが国においては、景気は足取りは重いながらも緩やかな回復が続きました。 

当社グループの主要関連市場におきましては、工作機械市場では、アジア市場を中心に需要は好調に推移しまし

たが、特機事業におけるPOS関連市場では、米国および欧州ともに需要は伸び悩みました。また、精密部品に関連

する市場では、時計部品の需要が好調に推移しました。 

なお、当第３四半期連結累計期間における為替レートは、前年同期に比べ米ドルは円安水準で、ユーロは円高水

準で推移しました。 

このような状況のなか、当第３四半期連結累計期間の売上高は、工作機械の販売が増加したことに加え、円安の

効果もあり、401億5千2百万円(前年同期比11.1％増)となりました。利益につきましては、営業利益は41億7千5百

万円(同8.1％増)となりましたが、経常利益は、営業外費用で6億6千1百万円の為替差損が発生したことなどから、

37億8千5百万円(同13.4％減)、四半期純利益は27億2千4百万円(同22.4％減)となりました。 

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

(特機事業)

小型プリンターでは、円安の効果があったものの、米国市場は販売代理店の在庫調整の影響を受け、また、欧

州市場は市況の回復ペースが鈍かったことで、売上は減少しました。アジア市場は、中国での販売が伸び悩んだ

ことから売上は減少しました。また、国内市場は、大口案件の販売がなかったことなどにより、売上は減少しま

した。 

以上の結果、当事業の売上高は83億2千9百万円(前年同期比4.6％減)、営業利益は、新たな事業の開発費用な

どが発生したこともあり、11億3千3百万円(同25.5％減)となりました。 

 

(工作機械事業)

CNC自動旋盤では、米国市場は、円安の効果に加え医療関連の販売が堅調に推移し、売上は大幅に増加しまし

た。欧州市場は、自動車関連などの販売が堅調に推移し、売上は前年同期並みとなりました。アジア市場は、東

アジアを中心に自動車関連の販売が好調に推移し、売上は大幅に増加しました。国内市場は、自動車関連を中心

に市況は堅調に推移し、売上は増加しました。 

以上の結果、当事業の売上高は280億7千2百万円(前年同期比17.8％増)となり、営業利益は42億4千2百万円(同

21.0％増)と大幅な増益となりました。 

 

(精密部品事業)

時計部品は、腕時計メーカーの販売好調を受け売上は増加しました。非時計部品は、円安の効果があったもの

の、HDD部品の販売の落ち込みなどにより、売上は微減となりました。 

以上の結果、当事業の売上高は37億5千1百万円(前年同期比4.3％増)となりましたが、営業利益は5億2千9百万

円(同13.2％減)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資産は、たな卸資産が増加したものの、現金及び預金や売上債権に加え固定資産

が減少したことにより、前期末に比べ14億1千万円減少し688億5千万円となりました。負債は、仕入債務や賞与引

当金などが減少したものの、退職給付に関する会計基準等の適用に伴い退職給付に係る負債が増加したことなどに

より、前期末に比べ1億3千9百万円増加し184億9千7百万円となりました。純資産は、退職給付に関する会計基準等

の適用などによる利益剰余金の減少に加え為替換算調整勘定が減少したことにより、前期末に比べ15億4千9百万円

減少し503億5千3百万円となりました。

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成27年９月30日発表の業績予想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

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。)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するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した

年数に基づく割引率から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1,496,515千円増加し、利益剰余金が

1,422,939千円減少しております。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

純利益はそれぞれ112,544千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２月28日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年11月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 15,905,540 14,611,260 

受取手形及び売掛金 14,807,413 13,952,750 

有価証券 300,000 602,270 

商品及び製品 10,398,881 12,621,527 

仕掛品 3,504,294 3,906,248 

原材料及び貯蔵品 2,537,335 2,359,484 

繰延税金資産 177,930 248,262 

その他 3,021,659 2,429,887 

貸倒引当金 △119,671 △108,490 

流動資産合計 50,533,385 50,623,201 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 6,758,519 6,048,206 

機械装置及び運搬具（純額） 4,493,617 4,169,958 

工具、器具及び備品（純額） 932,812 1,034,688 

土地 3,041,453 2,994,062 

リース資産（純額） 50,241 55,324 

建設仮勘定 32,306 87,472 

有形固定資産合計 15,308,950 14,389,713 

無形固定資産    

その他 407,851 661,818 

無形固定資産合計 407,851 661,818 

投資その他の資産    

投資有価証券 3,470,071 2,645,157 

繰延税金資産 180,441 179,877 

その他 360,230 351,015 

貸倒引当金 △55 △52 

投資その他の資産合計 4,010,687 3,175,998 

固定資産合計 19,727,490 18,227,530 

資産合計 70,260,875 68,850,732 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年２月28日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年11月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 6,189,759 5,850,103 

電子記録債務 2,990,073 2,838,124 

短期借入金 2,000,000 2,000,000 

リース債務 17,839 18,570 

未払法人税等 514,512 409,610 

賞与引当金 943,414 583,462 

役員賞与引当金 － 54,000 

その他 5,084,990 5,058,046 

流動負債合計 17,740,589 16,811,918 

固定負債    

リース債務 34,674 40,171 

退職給付に係る負債 121,908 1,252,274 

その他 460,986 393,343 

固定負債合計 617,569 1,685,789 

負債合計 18,358,158 18,497,707 

純資産の部    

株主資本    

資本金 12,721,939 12,721,939 

資本剰余金 13,902,532 13,919,292 

利益剰余金 27,536,088 26,808,556 

自己株式 △4,567,017 △4,489,561 

株主資本合計 49,593,542 48,960,226 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 815,600 681,388 

為替換算調整勘定 692,593 95,018 

退職給付に係る調整累計額 △214,564 △280,205 

その他の包括利益累計額合計 1,293,629 496,201 

新株予約権 85,550 132,414 

少数株主持分 929,994 764,181 

純資産合計 51,902,717 50,353,024 

負債純資産合計 70,260,875 68,850,732 
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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３月１日 

 至 平成26年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年11月30日) 

売上高 36,143,871 40,152,867 

売上原価 22,084,405 24,775,454 

売上総利益 14,059,466 15,377,413 

販売費及び一般管理費 10,196,632 11,202,003 

営業利益 3,862,833 4,175,409 

営業外収益    

受取利息 107,794 120,949 

受取配当金 27,193 37,750 

為替差益 223,255 － 

受取賃貸料 80,325 72,702 

特許収入 15,515 3,623 

売電収入 － 11,831 

雑収入 102,194 72,337 

営業外収益合計 556,278 319,194 

営業外費用    

支払利息 9,741 9,192 

賃貸収入原価 31,672 26,693 

為替差損 － 661,619 

売電費用 － 10,249 

雑損失 6,326 1,788 

営業外費用合計 47,741 709,542 

経常利益 4,371,371 3,785,061 

特別利益    

固定資産売却益 4,109 3,926 

投資有価証券売却益 19,254 266,833 

特別利益合計 23,363 270,760 

特別損失    

固定資産処分損 76,249 12,348 

減損損失 － 98,260 

特別損失合計 76,249 110,609 

税金等調整前四半期純利益 4,318,485 3,945,212 

法人税、住民税及び事業税 1,043,223 1,127,350 

法人税等調整額 △325,477 10,997 

法人税等合計 717,745 1,138,348 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,600,739 2,806,864 

少数株主利益 90,838 82,859 

四半期純利益 3,509,901 2,724,005 
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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３月１日 

 至 平成26年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,600,739 2,806,864 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 241,959 △134,211 

為替換算調整勘定 515,385 △625,115 

退職給付に係る調整額 － 7,934 

持分法適用会社に対する持分相当額 10,551 △1,258 

その他の包括利益合計 767,897 △752,651 

四半期包括利益 4,368,636 2,054,213 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 4,256,137 2,000,152 

少数株主に係る四半期包括利益 112,498 54,060 
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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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