
上場会社名 ミクロン精密株式会社

コード番号 URL　 http://www.micron-grinder.co.jp/
代表者 代表取締役社長 （氏名） 榊原　憲二

問合せ先責任者 （氏名） 遠藤　正明 TEL　023-688-8111

四半期報告書提出予定日 配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無　 ：　無

四半期決算説明会開催の有無 ：　無

１．平成28年８月期第１四半期の連結業績（平成27年９月１日～平成27年11月30日）

（１）連結経営成績（累計）

％ ％ ％ ％

円 銭 円 銭

（２）連結財政状態

百万円

２．配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（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８月期の連結業績予想（平成27年９月１日～平成28年８月31日）

％ ％ ％ ％ 円 銭

平成28年１月８日

平成28年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成28年１月７日

上場取引所　　東

6159

（役職名）

（役職名） 取締役管理本部長

―

（百万円未満切捨て）

（％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８月期第１四半期 1,349 △ 12.2 227 △ 37.8 289 △ 57.6 197 △ 56.9

27年８月期第１四半期 1,537 64.0 365 104.1 683 123.1 458 62.8

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

（注）包括利益　 28年８月期第１四半期　215百万円（△65.1％）　 27年８月期第１四半期　618百万円（104.6％）

28年８月期第１四半期 93.53 ―

27年８月期第１四半期 213.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年８月期第１四半期 10,907 9,288 84.9

27年８月期 11,324 9,210 81.1

（参考）自己資本 28年８月期第１四半期 9,259 百万円 27年８月期 9,179

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

27年８月期 ― 0.00 ― 65.00 65.00

28年８月期 ―

28年８月期(予想) 0.00 ― 48.00 48.00

（％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

第２四半期（累計） 3,445 1.4 580 △ 31.4 640

△ 31.7 1,2641.4 △ 40.2

百万円 百万円 百万円

△ 45.9 400 △ 47.9 189.48

通期 1,144 793 △ 42.8 375.32

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　無

6,990



※　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

（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 ：　無

③ 会計上の見積りの変更 ：　無

④ 修正再表示 ：　無

（注）

（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８月期１Q 株 27年８月期 株

② 期末自己株式数 28年８月期１Q 株 27年８月期 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2８年８月期１Q 株 27年８月期１Q 株

※　四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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 （３）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。

2,115,458

453,242

2,145,668

　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。ま
た、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。

　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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

2,568,700 2,568,700

453,242
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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におけるわが国経済は、政府の積極的な経済政策等を背景に、企業収益の改善や、雇

用・所得環境の改善が続き、緩やかな回復基調を維持しております。しかしながら、新興国を中心とした海外経済

の減速の影響に加え、米国の利上げ観測が強まったことにより、金融市場への影響が懸念される状況下で推移いた

しました。

 当工作機械業界におきましては、外需受注が前年比で若干減少したものの、ほぼ横ばい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１四半期連結累計期間の業績は、売上高1,349百万円(前年同四半期比12.2％減)、営業利益227百

万円(同37.8％減)、経常利益289百万円(同57.6％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益197百万円(同56.9％減)

となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明

（流動資産） 

 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て854百万円減少し、4,786百万円となりま

した。これは主に、仕掛品が177百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が423百万円、有価証券が323百万

円、現金及び預金が318百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

 当第１四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437百万円増加し、6,121百万円となりま

した。これは主に、有形固定資産が406百万円増加したことによるものであります。 

（流動負債） 

 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て498百万円減少し、1,462百万円となりま

した。これは主に、未払法人税等が418百万円減少したことによるものであります。 

（固定負債） 

 当第１四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３百万円増加し、156百万円となりまし

た。これは主に、繰延税金負債が９百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

 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て78百万円増加し、9,288百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金が60百万円増加したこと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

 業績予想につきましては、平成27年10月13日発表「平成27年８月期 決算短信」に記載しております業績予想か

ら変更ありません。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（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。）等を当第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、当第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１四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、当第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。

 これによる損益に与える影響はありません。
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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８月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 964,914 646,887 

受取手形及び売掛金 1,835,078 1,411,805 

有価証券 1,001,004 677,053 

半製品 229,800 240,743 

仕掛品 1,256,933 1,434,190 

原材料及び貯蔵品 209,776 219,235 

繰延税金資産 87,387 91,459 

その他 56,125 65,548 

貸倒引当金 △890 △809 

流動資産合計 5,640,130 4,786,113 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,036,848 1,020,283 

機械装置及び運搬具（純額） 338,334 317,634 

土地 735,782 735,974 

建設仮勘定 535,606 979,756 

その他（純額） 68,436 67,369 

有形固定資産合計 2,715,009 3,121,018 

無形固定資産 10,123 10,653 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,883,525 2,913,162 

その他 75,978 77,133 

貸倒引当金 △280 △280 

投資その他の資産合計 2,959,223 2,990,015 

固定資産合計 5,684,356 6,121,686 

資産合計 11,324,486 10,907,799 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年８月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 208,407 251,967 

短期借入金 421,980 404,709 

未払法人税等 515,485 96,827 

賞与引当金 103,668 2,211 

役員賞与引当金 8,250 － 

製品保証引当金 17,000 30,000 

未払金 198,795 161,585 

前受金 328,989 231,803 

その他 158,856 283,847 

流動負債合計 1,961,433 1,462,953 

固定負債   

繰延税金負債 108,088 117,277 

退職給付に係る負債 24,362 18,865 

長期未払金 20,570 20,570 

固定負債合計 153,021 156,713 

負債合計 2,114,454 1,619,666 

純資産の部   

株主資本   

資本金 651,370 651,370 

資本剰余金 586,750 586,750 

利益剰余金 8,394,263 8,454,615 

自己株式 △1,001,473 △1,001,473 

株主資本合計 8,630,909 8,691,261 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 522,582 532,002 

為替換算調整勘定 25,833 35,867 

その他の包括利益累計額合計 548,416 567,870 

非支配株主持分 30,706 29,001 

純資産合計 9,210,032 9,288,133 

負債純資産合計 11,324,486 10,907,799 
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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26年９月１日 

 至 平成26年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 
 至 平成27年11月30日) 

売上高 1,537,680 1,349,979 

売上原価 915,828 833,036 

売上総利益 621,851 516,943 

販売費及び一般管理費 256,455 289,563 

営業利益 365,396 227,379 

営業外収益   

受取利息 16,463 14,455 

受取配当金 4,151 5,682 

補助金収入 1,835 8,734 

投資有価証券評価益 83,204 5,974 

為替差益 204,669 21,882 

受取家賃 2,137 2,275 

その他 5,997 3,617 

営業外収益合計 318,460 62,623 

営業外費用   

支払利息 529 308 

その他 51 0 

営業外費用合計 581 308 

経常利益 683,275 289,694 

特別利益   

固定資産売却益 174 725 

特別利益合計 174 725 

特別損失   

固定資産除却損 － 7 

特別損失合計 － 7 

税金等調整前四半期純利益 683,450 290,413 

法人税、住民税及び事業税 259,216 96,553 

法人税等調整額 △32,711 △2,677 

法人税等合計 226,504 93,876 

四半期純利益 456,945 196,536 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,742 △1,320 

親会社株主に帰属する四半期純利益 458,687 197,856 
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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26年９月１日 

 至 平成26年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 
 至 平成27年11月30日) 

四半期純利益 456,945 196,536 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 96,169 9,419 

為替換算調整勘定 64,968 9,649 

その他の包括利益合計 161,138 19,069 

四半期包括利益 618,083 215,605 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 616,646 217,311 

非支配株主に係る四半期包括利益 1,436 △1,705 
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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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