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1. 平成30年2月期第1四半期の連結業績（平成29年3月1日～平成29年5月31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2月期第1四半期 2,400 4.4 △75 ― △59 ― △45 ―

29年2月期第1四半期 2,299 0.6 △38 ― △34 ― △7 ―

（注）包括利益 30年2月期第1四半期　　△31百万円 （―％） 29年2月期第1四半期　　2百万円 （―％）

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2月期第1四半期 △6.31 ―

29年2月期第1四半期 △0.97 ―

(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2月期第1四半期 15,080 6,801 45.1 939.11

29年2月期 15,140 6,941 45.9 958.50

（参考）自己資本 30年2月期第1四半期 6,801百万円 29年2月期 6,941百万円

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2月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

30年2月期 ―

30年2月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 2月期の連結業績予想（平成29年 3月 1日～平成30年 2月28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) 5,041 4.4 56 △29.1 38 △56.8 14 △78.3 2.06

通期 10,790 7.2 419 10.1 400 0.0 231 △2.7 31.91

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

(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2月期1Q 7,407,800 株 29年2月期 7,407,800 株

② 期末自己株式数 30年2月期1Q 165,273 株 29年2月期 165,273 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年2月期1Q 7,242,527 株 29年2月期1Q 7,242,527 株

※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

本資料に掲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当たっての注意事項等については、添付資料
３ページの「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（平成29年３月１日～平成29年５月31日）におけるわが国経済は、緩やかな景気回復

基調が継続し、企業収益や雇用・所得環境の改善が見られましたが、米国新政権の影響や東アジア情勢など、先行

きは依然として不透明な状況が続いております。

当連結会計期間における当社グループを取り巻く業界動向は、住宅関連及び交通輸送関連は、前期に比べ好調を

維持いたしましたが、環境エネルギー関連は低調に推移いたしました。

このような状況の中、当社グループは、得意先への取引深耕に努める一方、経費の見直しや更なる生産効率の向

上、及び競争力の強化を目指して経営の効率化に全力で取り組み、あらゆる角度から利益創出に向けた対策を実行

いたしました。

しかしながら、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高は2,400百万円（前年同期比4.4％増）の増収

となりましたが、以下の利益では、前期末に発生いたしました成田事業所における爆発火災事故などの影響から営

業損失として75百万円（前年同期は38百万円の営業損失）、経常損失として59百万円（前年同期は34百万円の経常

損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失として45百万円（前年同期は７百万円の親会社株主に帰属する四半期

純損失）となりました。

セグメントの概況は、次のとおりであります。

なお、各セグメントの営業損益は、各セグメントに配賦することが困難な本社管理部門に係る営業費用等を控除

する前のものであります。

①放電加工・表面処理

放電加工・表面処理は、航空機エンジン部品の低圧タービンブレードの売上高が増加しましたが、エネルギー関

連部品加工などが減少したことにより、放電加工・表面処理全体では、前年同期に比べ減収となりました。営業損

失は前期末に発生した成田事業所における爆発火災事故による代替生産に伴う原価高などの影響により、前年同期

と比べ減益となりました。

その結果、売上高は993百万円（前年同期比4.9％減）、営業損失は149百万円（前年同期は31百万円の損失）とな

りました。

②金型

金型は、自動車排気ガス浄化用のセラミックスハニカム押出用金型及び、アルミ押出用金型の住宅サッシ関連金

型ともに売上高が増加したことにより、金型全体では前年同期に比べ増収となりました。営業利益は、売上高の増

収などにより、前年同期と比べ増益となりました。

その結果、売上高は988百万円（前年同期比18.3％増）、営業利益は241百万円（同1.8％増）となりました。

③機械装置等

機械装置等は、デジタルサーボプレス機の売上高が増加しましたが、プレス金型関連部品が減少したことにより、

機械装置等全体では前年同期並みとなりました。営業利益は、前年同期と比べ増益となりました。

その結果、売上高は417百万円（同0.2％減）、営業利益は29百万円（同36.3％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　（資産、負債及び純資産の状況）

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ56百万円減少し、5,625百万円となりまし

た。その主な要因は、現金及び預金の増加169百万円、電子記録債権の増加168百万円、受取手形及び売掛金の減少

476百万円によるものであります。固定資産は前連結会計年度末に比べ3百万円減少し、9,455百万円となりました。

その主な要因は、建物及び構築物の減少42百万円、機械装置及び運搬具の増加41百万円によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ223百万円増加し、3,949百万円となりまし

た。その主な要因は、短期借入金の増加411百万円、賞与引当金の増加134百万円、未払法人税の減少174百万円によ

るものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ142百万円減少し、4,329百万円となりました。その主な要

因は長期借入金の減少140百万円によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ140百万円減少し、6,801百万円となりました。

その主な要因は、利益剰余金の減少154百万円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

平成30年２月期の連結業績予想につきましては、平成29年４月６日の決算短信で発表しました第２四半期連結累

計期間及び通期業績予想の変更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２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 614,736 784,205

受取手形及び売掛金 3,754,272 3,277,877

電子記録債権 341,920 510,127

商品及び製品 9,555 9,591

仕掛品 513,601 529,373

原材料及び貯蔵品 253,637 301,884

繰延税金資産 121,032 150,833

その他 73,211 66,282

貸倒引当金 △248 △4,546

流動資産合計 5,681,719 5,625,629

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,772,210 2,729,212

機械装置及び運搬具（純額） 1,940,237 1,981,518

土地 2,793,698 2,793,698

リース資産（純額） 153,201 142,662

建設仮勘定 109,555 100,932

その他（純額） 87,554 91,615

有形固定資産合計 7,856,458 7,839,639

無形固定資産

ソフトウエア 71,313 65,100

リース資産 248,446 237,153

その他 34,462 34,689

無形固定資産合計 354,221 336,944

投資その他の資産

投資有価証券 681,618 720,058

繰延税金資産 451,758 446,904

その他 133,812 131,197

貸倒引当金 △19,538 △19,538

投資その他の資産合計 1,247,651 1,278,622

固定資産合計 9,458,331 9,455,206

資産合計 15,140,051 15,080,835
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,186,405 1,001,334

短期借入金 1,414,497 1,826,246

リース債務 96,956 99,356

未払法人税等 188,605 14,591

賞与引当金 240,904 375,319

その他 598,950 633,089

流動負債合計 3,726,320 3,949,938

固定負債

長期借入金 3,003,502 2,863,253

長期未払金 58,612 58,612

リース債務 335,544 316,455

退職給付に係る負債 984,577 1,003,296

デリバティブ債務 49,749 47,933

資産除去債務 39,751 39,826

固定負債合計 4,471,736 4,329,376

負債合計 8,198,057 8,279,315

純資産の部

株主資本

資本金 889,190 889,190

資本剰余金 778,642 778,642

利益剰余金 5,337,267 5,182,897

自己株式 △110,883 △110,883

株主資本合計 6,894,216 6,739,846

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 64,339 71,423

繰延ヘッジ損益 △34,535 △33,275

為替換算調整勘定 3,640 6,516

退職給付に係る調整累計額 14,333 17,008

その他の包括利益累計額合計 47,776 61,673

純資産合計 6,941,993 6,801,520

負債純資産合計 15,140,051 15,080,835
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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３月１日
　至 平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

売上高 2,299,546 2,400,446

売上原価 1,803,936 1,995,287

売上総利益 495,610 405,158

販売費及び一般管理費

運搬費 13,713 22,627

給料 173,627 170,407

賞与引当金繰入額 32,024 31,772

退職給付費用 14,170 11,021

旅費及び交通費 22,417 22,310

減価償却費 35,902 25,738

研究開発費 75,637 14,905

その他 166,242 182,136

販売費及び一般管理費合計 533,736 480,918

営業損失（△） △38,126 △75,759

営業外収益

受取利息 64 36

受取配当金 550 286

受取割引料 931 1,771

受取賃貸料 2,854 2,850

為替差益 － 50

持分法による投資利益 10,583 23,684

その他 1,832 1,607

営業外収益合計 16,817 30,286

営業外費用

支払利息 10,925 9,307

賃貸費用 1,276 4,114

その他 1,363 539

営業外費用合計 13,565 13,960

経常損失（△） △34,874 △59,433

特別利益

固定資産売却益 475 2,086

補助金収入 24,859 －

特別利益合計 25,334 2,086

特別損失

固定資産除却損 0 0

火災事故損失 － 10,085

特別損失合計 0 10,085

税金等調整前四半期純損失（△） △9,540 △67,432

法人税、住民税及び事業税 △2,523 △21,703

法人税等調整額 5 3

法人税等合計 △2,517 △21,700

四半期純損失（△） △7,022 △45,732

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △7,022 △45,732
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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３月１日
　至 平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

四半期純損失（△） △7,022 △45,732

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 23,359 7,084

繰延ヘッジ損益 3,142 1,260

退職給付に係る調整額 1,286 2,675

持分法適用会社に対する持分相当額 △18,511 2,876

その他の包括利益合計 9,276 13,896

四半期包括利益 2,254 △31,835

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,254 △31,835

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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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。

（追加情報）

　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当

第１四半期連結会計期間から適用しております。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28年５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)

報告セグメント

放電加工・表面処理 金型 機械装置等 計

売上高

外部顧客への売上高 1,045,169 835,792 418,584 2,299,546

セグメント間の内部売上高又は振替高 4,099 4,407 9,299 17,805

計 1,049,268 840,199 427,883 2,317,351

セグメント利益又は損失（△） △31,090 236,873 21,903 227,686

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 227,686

全社費用(注) 265,812

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △38,126

(注) 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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年３月１日 至 平成29年５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)

報告セグメント

放電加工・表面処理 金型 機械装置等 計

売上高

外部顧客への売上高 993,757 988,755 417,932 2,400,446

セグメント間の内部売上高又は振替高 9,063 506 18,224 27,795

計 1,002,821 989,262 436,157 2,428,241

セグメント利益又は損失（△） △149,020 241,163 29,860 122,003

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 122,003

全社費用(注) 197,763

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △75,759

(注) 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。
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３．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

①生産実績

前第１四半期連結累計期間（平成28年３月１日～５月31日）

(単位：千円)

セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成28年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工・表面処理 1,055,575 101.3

金型 959,372 137.5

機械装置等 448,523 88.8

合計 2,463,470 109.7

　 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

当第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日～５月31日）

(単位：千円)

セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成29年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工・表面処理 1,032,887 97.9

金型 939,034 97.9

機械装置等 381,100 85.0

合計 2,353,021 95.5

　 （注）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

前第１四半期連結累計期間（平成28年３月１日～５月31日）

(単位：千円)

セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成28年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工・表面処理 1,002,574 101.8

金型 852,851 119.1

機械装置等 439,493 117.9

合計 2,294,919 110.7

　 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

当第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日～５月31日）

(単位：千円)

セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成29年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工・表面処理 1,050,658 104.8

金型 1,073,596 125.9

機械装置等 393,567 89.6

合計 2,517,822 109.7

　 （注）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

前第１四半期連結累計期間（平成28年３月１日～５月31日）

(単位：千円)

セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成28年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工・表面処理 1,045,169 100.2

金型 835,792 107.1

機械装置等 418,584 90.5

合計 2,299,546 100.6

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

当第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日～５月31日）

(単位：千円)

セグメントの名称
第１四半期連結累計期間

（平成29年３月１日～５月31日） 前年同期比（％）

放電加工・表面処理 993,757 95.1

金型 988,755 118.3

機械装置等 417,932 99.8

合計 2,400,446 104.4

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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