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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第58期

第３四半期連結
累計期間

第59期
第３四半期連結

累計期間
第58期

会計期間
自平成28年９月１日
至平成29年５月31日

自平成29年９月１日
至平成30年５月31日

自平成28年９月１日
至平成29年８月31日

売上高 （千円） 3,659,674 3,833,692 5,724,844

経常利益 （千円） 641,455 507,182 1,032,863

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 507,715 335,666 785,892

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 642,042 339,582 957,517

純資産額 （千円） 9,861,950 10,424,319 10,177,425

総資産額 （千円） 11,577,541 12,130,838 11,457,419

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 81.60 54.36 126.53

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 85.1 85.8 88.7

 

回次
第58期

第３四半期連結
会計期間

第59期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成29年３月１日
至平成29年５月31日

自平成30年３月１日
至平成30年５月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 21.25 29.90

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　　　　４．当社は、平成29年９月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の株式分割を行っています。１株

当たり四半期（当期）純利益金額については、当該株式分割が第58期の期首に行われたと仮定し算定してい

ます。

　　　　５．「１株当たり四半期純利益金額」の算定上、「取締役向け株式交付信託」及び「社員向け株式交付信託」が

保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　　　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定、又は、締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策等のもと、設備投資は堅調に推移し、雇用・所

得環境の改善も見られ、穏やかな回復基調で推移いたしました。世界経済も、米国や中国をはじめとした景気回復傾

向が継続しているものの、経済の先行き、政策に関する不確実性の高まりに加え、金融資本市場の変動の影響が懸念

される状況が続きました。

　当工作機械業界におきましては、内需、外需とも堅調な受注状況が継続するも、部品納期の長期化や人手不足によ

る生産の遅れが懸念される状況で推移いたしました。

　このような経営環境の中におきまして、当社グループ（当社及び連結子会社）は、積極的な販売展開の強化を図る

とともに、市場及びお客様の期待に合致した製品づくりの追求を行いながら、全社的なコスト削減の実施に取組んで

まいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、3,833百万円（前年同四半期比4.8％増）となりま

した。利益につきましては、営業利益で482百万円（同13.9％増）、経常利益で507百万円（同20.9％減）、親会社株

主に帰属する四半期純利益では335百万円（同33.9％減）となりました。

　なお、当社グループの事業は、研削盤の製造及び販売を事業内容とする単一セグメントであります。

 

（２）財政状態の分析

（流動資産）

　当第３四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て1,217百万円増加し、6,072百万円となり

ました。これは主に、電子記録債権が297百万円、受取手形及び売掛金が285百万円それぞれ減少したものの、仕掛

品が733百万円、現金及び預金が683百万円それぞれ増加したことによるものであります。

（固定資産）

　当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて544百万円減少し、6,058百万円となりま

した。これは主に、投資有価証券が438百万円、有形固定資産が124百万円それぞれ減少したことによるものであり

ます。

（流動負債）

　当第３四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て388百万円増加し、1,544百万円となりま

した。これは主に、未払法人税等が230百万円、その他が150百万円それぞれ減少したものの、前受金が307百万

円、短期借入金が218百万円、買掛金が182百万円それぞれ増加したことによるものであります。

（固定負債）

　当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて37百万円増加し、162百万円となりまし

た。これは主に、役員株式給付引当金が16百万円、株式給付引当金が13百万円それぞれ増加したことによるもので

あります。

（純資産）

　当第３四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て246百万円増加し、10,424百万円となりま

した。これは主に、利益剰余金が243百万円増加したことによるものであります。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、87百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 27,000,000

計 27,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年７月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,706,100 7,706,100

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 7,706,100 7,706,100 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成30年３月１日～

平成30年５月31日
－ 7,706,100 － 651,370 － 586,750

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成30年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成30年５月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式

等）
－ － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式

等）
普通株式　1,376,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,328,900 63,289 －

単元未満株式 普通株式　　　1,200 － －

発行済株式総数 　　　　　7,706,100 － －

総株主の議決権 － 63,289 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、「取締役向け株式交付信託」及び「社員向け株式交付信託」の

導入に伴い日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）が所有する当社株式155,000株（議決

権の数1,550個）が含まれております。なお、当該議決権の数1,550個のうち「取締役向け株式交付信託」

にかかる信託口が所有する1,100個は、議決権不行使となっております。

 

②【自己株式等】

平成30年５月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所
有株式数
（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ミクロン精密

株式会社

山形県山形市蔵王

上野578番地の２
1,376,000 － 1,376,000 17.86

計 － 1,376,000 － 1,376,000 17.86

（注）「取締役向け株式交付信託」及び「社員向け株式交付信託」の信託財産として、日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社（信託口）が所有する155,000株は含まれておりません。

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

ミクロン精密株式会社(E02478)

四半期報告書

 5/15



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成30年３月１日から平

成30年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年９月１日から平成30年５月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表については新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は平成30年７月１日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しており

ます。
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１【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29年８月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年５月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,039,763 1,723,178

受取手形及び売掛金 1,455,288 1,169,621

電子記録債権 495,681 198,658

有価証券 363,407 649,978

半製品 272,209 300,680

仕掛品 889,878 1,623,558

原材料及び貯蔵品 197,339 215,671

繰延税金資産 54,334 67,536

その他 88,230 124,603

貸倒引当金 △1,369 △798

流動資産合計 4,854,763 6,072,690

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,114,903 2,020,429

機械装置及び運搬具（純額） 452,397 364,296

土地 734,528 733,357

建設仮勘定 95,369 168,915

その他（純額） 105,188 90,455

有形固定資産合計 3,502,387 3,377,454

無形固定資産 10,358 21,124

投資その他の資産   

投資有価証券 3,009,590 2,570,591

退職給付に係る資産 197 －

その他 80,401 89,282

貸倒引当金 △280 △305

投資その他の資産合計 3,089,909 2,659,568

固定資産合計 6,602,655 6,058,148

資産合計 11,457,419 12,130,838
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年８月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年５月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 149,662 332,274

短期借入金 106,660 325,000

未払法人税等 236,990 6,822

賞与引当金 94,610 172,863

役員賞与引当金 500 －

製品保証引当金 14,000 14,000

未払金 164,060 147,613

前受金 187,986 495,032

その他 200,876 50,468

流動負債合計 1,155,347 1,544,075

固定負債   

繰延税金負債 104,076 111,365

退職給付に係る負債 － 501

株式給付引当金 － 13,418

役員株式給付引当金 － 16,587

長期未払金 20,570 20,570

固定負債合計 124,646 162,443

負債合計 1,279,994 1,706,518

純資産の部   

株主資本   

資本金 651,370 651,370

資本剰余金 586,750 709,200

利益剰余金 9,677,236 9,920,276

自己株式 △1,197,047 △1,319,559

株主資本合計 9,718,309 9,961,287

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 492,849 505,992

為替換算調整勘定 △48,542 △59,515

その他の包括利益累計額合計 444,307 446,477

非支配株主持分 14,808 16,555

純資産合計 10,177,425 10,424,319

負債純資産合計 11,457,419 12,130,838
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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28年９月１日
　至　平成29年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年９月１日
　至　平成30年５月31日)

売上高 3,659,674 3,833,692

売上原価 2,410,421 2,464,691

売上総利益 1,249,253 1,369,001

販売費及び一般管理費 825,276 886,227

営業利益 423,977 482,774

営業外収益   

受取利息 29,530 29,206

受取配当金 19,329 20,584

補助金収入 26,778 17,038

投資有価証券償還益 9,023 3,885

投資有価証券評価益 18,867 －

為替差益 93,308 －

受取家賃 7,551 7,993

その他 14,464 13,988

営業外収益合計 218,853 92,695

営業外費用   

支払利息 971 293

投資有価証券評価損 － 27,985

為替差損 － 37,495

その他 403 2,511

営業外費用合計 1,374 68,287

経常利益 641,455 507,182

特別利益   

固定資産売却益 107 1,648

投資有価証券売却益 104,880 －

特別利益合計 104,987 1,648

特別損失   

固定資産除却損 106 0

特別損失合計 106 0

税金等調整前四半期純利益 746,336 508,830

法人税、住民税及び事業税 265,646 184,154

法人税等調整額 △21,655 △12,451

法人税等合計 243,990 171,702

四半期純利益 502,346 337,128

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（△）
△5,369 1,461

親会社株主に帰属する四半期純利益 507,715 335,666
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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28年９月１日
　至　平成29年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年９月１日
　至　平成30年５月31日)

四半期純利益 502,346 337,128

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 83,378 13,142

為替換算調整勘定 56,318 △10,688

その他の包括利益合計 139,696 2,454

四半期包括利益 642,042 339,582

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 646,086 337,836

非支配株主に係る四半期包括利益 △4,043 1,746
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【注記事項】

（追加情報）

（取締役向け株式報酬制度）

　当社は、第２四半期連結会計期間より、当社の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）に対する信託型株

式報酬制度として「取締役向け株式交付信託」を導入しております。

　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実

務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成27年３月26日）に準じております。

 

１．取引の概要

　「取締役向け株式交付信託」は、本信託が取得した当社株式を当社が定める株式交付規程に従って、対象取

締役に交付するものです。

 

２．信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当第３四半期連結会計期間の当該株式の帳簿価額及び株式数は、172,920千円

及び110,000株であります。

 

（従業員向け株式交付信託制度）

　当社は、第２四半期連結会計期間より、当社の従業員向けインセンティブ・プランとして「社員向け株式交

付信託」を導入しております。

　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実

務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成27年３月26日）に準じております。

 

１．取引の概要

　「社員向け株式交付信託」は、本信託が取得した当社株式を当社が定める株式交付規程に従って、対象とな

る従業員に交付するものです。

 

２．信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当第３四半期連結会計期間の当該株式の帳簿価額及び株式数は、70,740千円及

び45,000株であります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成28年９月１日
至 平成29年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成29年９月１日
至 平成30年５月31日）

減価償却費 279,465千円 245,801千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 平成28年９月１日　至 平成29年５月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類

配当金

の総額

（千円）

１株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年11月25日

定時株主総会
普通株式 104,672 50.00 平成28年８月31日 平成28年11月28日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末日後となるもの

 該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成28年２月12日開催及び平成29年４月26日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の

規定により読替えて適用される同法第156条の規定に基づき、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダー

ド）における市場買付けの方法により自己株式を取得することを決議し35,100株を取得いたしました。この

結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が121,316千円増加しております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 平成29年９月１日　至 平成30年５月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類

配当金

の総額

（千円）

１株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月22日

定時株主総会
普通株式 92,626 45.00 平成29年８月31日 平成29年11月24日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末日後となるもの

 該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

 該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、研削盤の製造及び販売を事業内容とする単一事業区分であるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成28年９月１日

至　平成29年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年９月１日
至　平成30年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 81円60銭 54円36銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
507,715 335,666

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（千円）
507,715 335,666

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,222 6,175

（注）１.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２.当社は、平成29年９月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の株式分割を行っています。１株

当たり四半期純利益金額については、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定し算定してい

ます。

３.「取締役向け株式交付信託」及び「社員向け株式交付信託」が保有する当社株式を、「１株当たり四半期純

利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（前第３四半期連

結累計期間「取締役向け株式交付信託」－株及び「社員向け株式交付信託」－株、当第３四半期連結累計期

間「取締役向け株式交付信託」44,000株及び「社員向け株式交付信託」18,000株）。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年７月10日

ミクロン精密株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 髙　嶋　清　彦　　印

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 鈴　木　克　子　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているミクロン精密株
式会社の平成29年９月１日から平成30年８月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成30年３月１日から
平成30年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年９月１日から平成30年５月31日まで）に係る四半期連結
財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半
期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ミクロン精密株式会社及び連結子会社の平成30年５月31日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての
重要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

　(注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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