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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年９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 ％

28年３月期第２四半期 14,740 19.9 2,865 37.1 2,986 36.2 1,902 37.7

27年３月期第２四半期 12,294 14.6 2,090 37.2 2,192 38.1 1,381 39.4
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 2,131百万円( 58.5％) 27年３月期第２四半期 1,344百万円( 5.2％)
　

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

28年３月期第２四半期 125.16 ―

27年３月期第２四半期 90.93 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年３月期第２四半期 37,509 28,706 73.0

27年３月期 36,646 27,151 70.9
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 27,390百万円 27年３月期 25,982百万円
　

　

　

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

27年３月期 ― 25.00 ― 35.00 60.00

28年３月期 ― 37.50

28年３月期(予想) ― 37.50 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
　　

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 27,500 5.5 4,866 6.5 5,000 2.3 3,222 6.3 212.00
(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)

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 ： 無
　

　

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注)詳細は、【添付資料】P.３「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」をご覧ください。

　

（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) 28年３月期２Ｑ 15,800,000株 27年３月期 15,800,000株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 601,108株 27年３月期 601,108株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 15,198,892株 27年３月期２Ｑ 15,198,927株
　

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示
時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。

※ 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。業績予想のご
利用にあたっての注意事項等については、【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。
　当社は、平成27年11月５日に証券アナリスト及び機関投資家向けの四半期決算説明会を開催する予定です。この説
明会で配布する四半期決算補足説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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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２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで、以下「当第２四半期」という)の当社

グループを取り巻く事業環境は、海外経済においては中国とASEAN諸国の成長の鈍化が見られるものの、米国などの

先進国の景気は緩やかな回復が見られました。また、国内経済においては中国市場に対する警戒感が強まりつつも

全体としては底堅く推移しました。

このような状況のもと、当社グループは、幅広い顧客への積極的な営業活動を展開するとともに、生産の効率化

や新しい表面改質技術の開発に取り組んでまいりました。

当第２四半期における当社グループの連結業績につきましては、売上高が前年同期比24億46百万円(19.9％)増の

147億40百万円、営業利益が同７億74百万円(37.1％)増の28億65百万円、経常利益が同７億94百万円(36.2％)増の29

億86百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同５億20百万円(37.7％)増の19億02百万円となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

　
［溶射加工]

溶射加工の売上高は、半導体・液晶分野向け加工(特に半導体関連)が前年同期に比べ増加したことから、当セグ

メントの売上高は前年同期比20億68百万円(22.6％)増の112億41百万円、セグメント利益(経常利益)は同６億21百万

円(34.3％)増の24億30百万円となりました。

　
［ＰＶＤ処理加工］

ＰＶＤ処理加工の売上高は、工具類などに対する加工が伸び悩み、当セグメントの売上高は前年同期比１百万円

(0.1％)減の９億57百万円となり、セグメント利益(経常利益)は償却負担増などもあり同35百万円(21.6％)減の１億

29百万円となりました。

　
［その他］

溶射加工、ＰＶＤ処理加工以外のセグメントについては、連結子会社が概ね好調であったことから、その売上高

の合計は前年同期比３億78百万円(17.5％)増の25億41百万円、セグメント利益(経常利益)の合計は同１億49百万円

(61.2％)増の３億94百万円となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は375億09百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億62百万円増

加いたしました。主な内容は、現金及び預金の増加１億99百万円、受取手形及び売掛金の増加１億22百万円、有形

固定資産の増加６億49百万円、投資その他の資産の増加９億55百万円、有価証券の減少10億円によるものでありま

す。

一方、当第２四半期連結会計期間末における負債は88億02百万円と前連結会計年度末比６億92百万円減少いたし

ました。主な内容は、短期借入金の減少２億84百万円、流動負債のその他の減少２億92百万円によるものでありま

す。

また、当第２四半期連結会計期間末における純資産は287億06百万円と前連結会計年度末比15億55百万円増加い

たしました。これは主に、利益剰余金の増加13億70百万円などによるものであります。この結果、当第２四半期連

結会計期間末の自己資本比率は73.0％(前連結会計年度末比2.1ポイントの上昇)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、前回(平成27年７月31日)発表の連結業績予想に変更はありません。今後の情報収集等

により、見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。
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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

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)

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いたしました。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いたします。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２四半期連結累計期間

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。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

　

(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更)

在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更

在外子会社の収益及び費用は、従来、決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、第１四半期

連結会計期間より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更しております。

この変更は、近年在外子会社の収益及び費用が増加傾向にあり、今後、さらに海外比重が高まることが見込ま

れるため、昨今の為替相場の変動を鑑み、会計年度を通じて発生する在外子会社の損益をより適切に連結財務諸

表に反映させるために行ったものであります。

なお、この変更による前連結会計年度の損益への影響額及び当連結会計年度の期首までの累積的影響額はいず

れも軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
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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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,403,914 8,603,746

受取手形及び売掛金 8,593,060 8,715,218

有価証券 2,000,000 1,000,000

仕掛品 959,201 835,445

原材料及び貯蔵品 966,204 993,237

その他 671,682 741,664

貸倒引当金 △67,425 △69,661

流動資産合計 21,526,638 20,819,651

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,433,105 5,369,012

機械装置及び運搬具（純額） 2,275,304 2,163,449

土地 4,982,482 4,982,482

その他（純額） 1,364,597 2,189,815

有形固定資産合計 14,055,489 14,704,760

無形固定資産

のれん 69,767 43,848

その他 397,636 389,013

無形固定資産合計 467,403 432,862

投資その他の資産

投資その他の資産 633,903 1,588,912

貸倒引当金 △36,749 △36,749

投資その他の資産合計 597,154 1,552,163

固定資産合計 15,120,047 16,689,786

資産合計 36,646,685 37,509,437
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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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,189,234 3,207,406

短期借入金 570,530 286,230

1年内返済予定の長期借入金 364,027 410,597

未払法人税等 1,042,726 963,674

賞与引当金 768,263 700,042

その他 2,448,665 2,155,797

流動負債合計 8,383,447 7,723,749

固定負債

長期借入金 272,600 241,569

退職給付に係る負債 502,438 512,602

その他 336,526 324,548

固定負債合計 1,111,564 1,078,719

負債合計 9,495,012 8,802,469

純資産の部

株主資本

資本金 2,658,823 2,658,823

資本剰余金 2,293,504 2,293,504

利益剰余金 21,272,912 22,643,252

自己株式 △773,418 △773,418

株主資本合計 25,451,821 26,822,161

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 55,332 21,118

為替換算調整勘定 474,847 547,617

その他の包括利益累計額合計 530,180 568,735

非支配株主持分 1,169,671 1,316,070

純資産合計 27,151,673 28,706,967

負債純資産合計 36,646,685 37,509,437
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 12,294,269 14,740,273

売上原価 8,047,967 9,549,476

売上総利益 4,246,302 5,190,796

販売費及び一般管理費 2,155,635 2,325,281

営業利益 2,090,666 2,865,515

営業外収益

受取利息及び配当金 12,585 14,972

受取ロイヤリティー 41,261 47,300

受取技術料 11,059 48,566

その他 67,460 34,878

営業外収益合計 132,367 145,717

営業外費用

支払利息 18,048 14,663

その他 12,611 10,014

営業外費用合計 30,659 24,677

経常利益 2,192,373 2,986,554

特別利益

固定資産売却益 1,374 2,408

保険解約返戻金 881 -

特別利益合計 2,256 2,408

特別損失

固定資産除売却損 4,864 3,742

ゴルフ会員権評価損 700 900

保険解約損 - 562

特別損失合計 5,564 5,205

税金等調整前四半期純利益 2,189,066 2,983,757

法人税等 749,947 947,304

四半期純利益 1,439,118 2,036,453

非支配株主に帰属する四半期純利益 57,153 134,151

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,381,965 1,902,301
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 1,439,118 2,036,453

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 16,262 △34,214

為替換算調整勘定 △109,515 128,840

退職給付に係る調整額 △1,201 -

その他の包括利益合計 △94,454 94,625

四半期包括利益 1,344,663 2,131,078

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,325,774 1,940,856

非支配株主に係る四半期包括利益 18,889 190,222
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,189,066 2,983,757

減価償却費 621,607 709,155

のれん償却額 24,961 28,422

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,711 1,839

賞与引当金の増減額（△は減少） △48,594 △71,766

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △27,798 10,164

受取利息及び受取配当金 △12,585 △14,972

支払利息 18,048 14,663

固定資産除売却損益（△は益） 3,489 1,334

保険解約損益（△は益） △881 562

ゴルフ会員権評価損 700 900

売上債権の増減額（△は増加） △396,375 △78,436

たな卸資産の増減額（△は増加） 51,670 113,984

仕入債務の増減額（△は減少） 325,624 13,738

未払費用の増減額（△は減少） △42,813 △107,958

その他 36,442 △194,472

小計 2,745,271 3,410,917

利息及び配当金の受取額 11,106 15,243

利息の支払額 △18,121 △14,557

法人税等の支払額 △828,880 △1,022,910

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,909,376 2,388,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △2,583,145 △2,420,915

定期預金の払戻による収入 2,517,890 2,440,240

有価証券の取得による支出 △2,000,000 -

有価証券の償還による収入 - 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △1,057,323 △1,359,668

有形固定資産の売却による収入 3,046 296

無形固定資産の取得による支出 △4,831 -

投資有価証券の取得による支出 - △1,000,000

保険積立金の解約による収入 966 1,193

その他 1,933 △1,944

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,121,463 △1,340,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △33,280 △290,100

長期借入れによる収入 - 193,400

長期借入金の返済による支出 △280,852 △182,013

配当金の支払額 △417,056 △530,903

非支配株主への配当金の支払額 △40,788 △43,823

自己株式の取得による支出 △101 -

その他 △20,421 △9,032

財務活動によるキャッシュ・フロー △792,499 △862,472

現金及び現金同等物に係る換算差額 27,823 28,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,976,762 213,556

現金及び現金同等物の期首残高 7,645,941 5,963,674

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,669,179 6,177,230
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（４）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。

　

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 平成26年４月１日 (自 平成27年４月１日

至 平成26年９月30日) 至 平成27年９月30日)

生産高(千円) 生産高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工

半導体・液晶製造装置用
部品への加工

3,721,729 5,453,211 1,731,482 ＋46.5

産業機械用部品への加工 1,895,277 1,936,496 41,219 ＋2.2

鉄鋼用設備部品への加工 1,537,432 1,764,244 226,811 ＋14.8

その他の溶射加工 2,018,277 2,087,752 69,475 ＋3.4

溶射加工 計 9,172,715 11,241,704 2,068,988 ＋22.6

ＴＤ処理加工 436,570 426,325 △ 10,245 △2.3

ＺＡＣコーティング加工 237,827 200,476 △ 37,350 △15.7

ＰＴＡ処理加工 214,393 177,514 △ 36,879 △17.2

ＰＶＤ処理加工 958,461 957,377 △ 1,083 △0.1

その他のセグメント 1,274,300 1,736,875 462,574 ＋36.3

合 計 12,294,269 14,740,273 2,446,003 ＋19.9

(注) １ 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

２ 「その他のセグメント」は、海外連結子会社の合計であります。
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② 受注状況

(受注高)

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 平成26年４月１日 (自 平成27年４月１日

至 平成26年９月30日) 至 平成27年９月30日)

受注高(千円) 受注高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工

半導体・液晶製造装置用
部品への加工

3,748,441 5,388,798 1,640,357 ＋43.8

産業機械用部品への加工 1,881,703 1,999,907 118,204 ＋6.3

鉄鋼用設備部品への加工 1,561,791 1,658,616 96,825 ＋6.2

その他の溶射加工 2,024,595 2,134,294 109,698 ＋5.4

溶射加工 計 9,216,531 11,181,616 1,965,085 ＋21.3

ＴＤ処理加工 426,382 427,276 894 ＋0.2

ＺＡＣコーティング加工 218,862 213,368 △ 5,494 △2.5

ＰＴＡ処理加工 254,662 170,947 △ 83,714 △32.9

ＰＶＤ処理加工 958,484 963,124 4,639 ＋0.5

その他のセグメント 1,322,152 1,662,594 340,442 ＋25.7

合 計 12,397,075 14,618,928 2,221,853 ＋17.9

(注) １ 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

２ 「その他のセグメント」は、海外連結子会社の合計であります。

　

(受注残高)

セグメントの名称

前第２四半期

連結会計期間末

当第２四半期

連結会計期間末 前年同四半期比
(平成26年９月30日) (平成27年９月30日)

受注残高(千円) 受注残高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工

半導体・液晶製造装置用
部品への加工

691,668 1,224,574 532,905 ＋77.0

産業機械用部品への加工 256,851 355,299 98,447 ＋38.3

鉄鋼用設備部品への加工 482,227 496,465 14,237 ＋3.0

その他の溶射加工 377,005 360,680 △ 16,325 △4.3

溶射加工 計 1,807,753 2,437,019 629,266 ＋34.8

ＴＤ処理加工 24,950 27,146 2,195 ＋8.8

ＺＡＣコーティング加工 43,784 44,540 755 ＋1.7

ＰＴＡ処理加工 99,997 55,994 △ 44,002 △44.0

ＰＶＤ処理加工 33,690 40,904 7,213 ＋21.4

その他のセグメント 866,876 1,116,689 249,813 ＋28.8

合 計 2,877,052 3,722,295 845,242 ＋29.4

(注) １ 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

２ 「その他のセグメント」は、海外連結子会社の合計であります。
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③ 販売実績

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 平成26年４月１日 (自 平成27年４月１日

至 平成26年９月30日) 至 平成27年９月30日)

販売高(千円) 販売高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工

半導体・液晶製造装置用
部品への加工

3,721,729 5,453,211 1,731,482 ＋46.5

産業機械用部品への加工 1,895,277 1,936,496 41,219 ＋2.2

鉄鋼用設備部品への加工 1,537,432 1,764,244 226,811 ＋14.8

その他の溶射加工 2,018,277 2,087,752 69,475 ＋3.4

溶射加工 計 9,172,715 11,241,704 2,068,988 ＋22.6

ＴＤ処理加工 436,570 426,325 △ 10,245 △2.3

ＺＡＣコーティング加工 237,827 200,476 △ 37,350 △15.7

ＰＴＡ処理加工 214,393 177,514 △ 36,879 △17.2

ＰＶＤ処理加工 958,461 957,377 △ 1,083 △0.1

その他のセグメント 1,274,300 1,736,875 462,574 ＋36.3

合 計 12,294,269 14,740,273 2,446,003 ＋19.9

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 「その他のセグメント」は、海外連結子会社の合計であります。

　

以 上
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