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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第１四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年６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１四半期 1,125 21.9 169 99.3 205 185.0 172 179.4

27年３月期第１四半期 922 9.2 85 13.0 72 △29.0 61 △15.0
(注) 包括利益 28年３月期第１四半期 182百万円( 250.2％) 27年３月期第１四半期 52百万円(△55.6％)
　

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１四半期 17.03 16.79

27年３月期第１四半期 6.27 6.20
　

　

（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１四半期 6,917 5,007 72.1

27年３月期 6,882 4,894 70.8
(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 4,988百万円 27年３月期 4,871百万円
　

　

　

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 ― 0.00 ― 7.50 7.50

28年３月期 ―

28年３月期(予想) 0.00 ― 10.00 10.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

(注) 28年３月期(予想)期末配当金の内訳 普通配当７円50銭 記念配当２円50銭
　

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、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) 2,232 18.9 272 45.5 316 33.3 254 31.6 25.10

通期 4,370 9.7 454 23.7 493 △9.7 392 △22.8 38.72
(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 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

（注）詳細については、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）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１Ｑ 10,696,320株 27年３月期 10,696,320株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ 536,088株 27年３月期 579,188株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 10,133,557株 27年３月期１Ｑ 9,843,832株
　

※自己株式数は、信託口が所有する当社株式376,900株を含めて記載しております。
　

※ 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きの対象外ではありますが、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きは終了しております。

※ 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３ページ「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における世界経済は、ギリシャの債務問題や上海株式市場の乱調等、先行き不透明な

状況で推移しました。一方わが国の経済は、企業収益の改善により設備投資や雇用が改善傾向にあります。

　

このような中、当社グループは、引き続き経営基本方針である「業界をリードする製品事業の拡充」「受託事業強

化」「早い変化に対応できる経営基盤の整備」のもと、当社グループの強みであり基盤である研磨・塗布技術に更な

る磨きをかけ、顧客ニーズに合った製品開発、サービスの提供を目指す各種取り組みを進めてまいりました。

　

売上面において「製品事業」は、付加価値の高い製品を中心に売上が好調に推移し、前年同期比での売上が増加

しました。「受託事業」は、受託元からの受注減の影響を受け低調に推移しました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は11億25百万円（前年同期比21.9%増）となりました。

　

損益面においては、営業利益は１億69百万円（前年同期比99.3%増）となりました。

営業利益の前年同期比増加の主な要因は、「製品事業」において付加価値の高い製品の売上が増加したことに伴い

売上総利益率が改善したことによるものであります。

経常利益は、米ドルに対する円安が進行したことにより為替差益36百万円が発生した結果、２億５百万円（前年

同期比185.0%増）となりました。

以上の結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億72百万円（前年同期比179.4%増）となりました。

　

セグメント別の業績は次のとおりであります。

　
・製品事業

製品事業の売上高は、10億60百万円（前年同期比31.0%増）となりました。光ファイバー関連市場、ハードディ

スク関連市場等における研磨フィルム・ダイヤモンド研磨フィルム、自動車・一般研磨関連市場等でVARIOFILMの

売上が前年同期比で増加しました。

この結果、セグメント利益は２億51百万円（前年同期比95.8%増）となりました。

　
・受託事業

受託事業の売上高は、64百万円（前年同期比43.0%減）となりました。受託元からの受注減の影響を受け低調に

推移した結果、セグメント損失は82百万円（前年同期は43百万円のセグメント損失）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　

(総資産)

当第１四半期連結会計期間末の総資産は69億17百万円となり、前連結会計年度末に比べて35百万円増加いたしま

した。主な内容は、現金及び預金の減少１億91百万円、受取手形及び売掛金の増加84百万円、電子記録債権の増加

45百万円、たな卸資産の増加43百万円、前払費用の増加44百万円等であります。

　

(負債)

負債の部は19億10百万円となり、前連結会計年度末に比べて77百万円減少いたしました。主な内容は、未払金の

減少56百万円、短期借入金の減少30百万円、長期借入金の減少21百万円、賞与引当金の増加40百万円等であります。

　

(純資産)

純資産の部は50億７百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億12百万円増加いたしました。主な内容は、親

会社株主に帰属する四半期純利益１億72百万円、配当金の支払による利益剰余金の減少78百万円等であります。

　

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、72.1％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

今後の業績予想については、平成27年８月５日付「平成28年３月期第２四半期累計期間および通期業績予想の修

正に関するお知らせ」により、修正いたしました。

個別業績予想の概要（参考情報）

平成28年３月期の個別業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、通期は対前期増減率)

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,110 1.8 358 △49.3 324 △53.2 32 79

(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．個別通期業績予想は、平成27年８月５日に公表しました業績予想により、修正いたしました。
２．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。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　

(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

いたしました。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

る方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等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については、四半期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。

なお、当第１四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。
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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１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,144,787 1,953,479

受取手形及び売掛金 1,067,491 1,152,075

電子記録債権 32,810 78,572

商品及び製品 220,214 245,293

仕掛品 395,274 418,334

原材料及び貯蔵品 133,734 128,685

繰延税金資産 155,010 157,552

その他 134,473 200,919

貸倒引当金 △1,710 △1,742

流動資産合計 4,282,086 4,333,169

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,896,471 3,894,212

機械装置及び運搬具 1,689,011 1,700,720

土地 186,890 186,890

その他 499,377 505,899

減価償却累計額 △3,984,181 △4,011,943

有形固定資産合計 2,287,570 2,275,780

無形固定資産 214,028 222,870

投資その他の資産

投資有価証券 32,722 32,722

繰延税金資産 89 87

その他 72,385 59,343

貸倒引当金 △6,819 △6,819

投資その他の資産合計 98,377 85,333

固定資産合計 2,599,976 2,583,984

資産合計 6,882,062 6,917,153
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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１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 232,592 234,483

短期借入金 30,000 -

1年内償還予定の社債 83,200 83,200

1年内返済予定の長期借入金 100,898 94,628

未払法人税等 76,014 51,733

賞与引当金 53,537 94,411

役員賞与引当金 - 9,184

その他 298,775 259,022

流動負債合計 875,018 826,664

固定負債

社債 514,500 494,500

長期借入金 295,406 273,694

繰延税金負債 24,922 29,467

株式給付引当金 60,079 67,901

退職給付に係る負債 112,975 109,354

その他 105,020 108,548

固定負債合計 1,112,904 1,083,465

負債合計 1,987,922 1,910,129

純資産の部

株主資本

資本金 1,998,700 1,998,700

資本剰余金 1,662,623 1,634,953

利益剰余金 1,186,792 1,280,614

自己株式 △288,677 △248,451

株主資本合計 4,559,438 4,665,816

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 312,346 322,480

その他の包括利益累計額合計 312,346 322,480

新株予約権 22,354 18,727

純資産合計 4,894,139 5,007,024

負債純資産合計 6,882,062 6,917,153
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 922,876 1,125,378

売上原価 502,349 566,219

売上総利益 420,527 559,158

販売費及び一般管理費 335,393 389,509

営業利益 85,133 169,649

営業外収益

受取利息 181 188

受取賃貸料 3,728 3,728

為替差益 - 36,461

受取保険金 4,987 -

その他 967 222

営業外収益合計 9,865 40,601

営業外費用

支払利息 2,891 2,705

為替差損 17,796 -

賃貸費用 1,140 1,077

支払保証料 1,112 1,186

その他 53 102

営業外費用合計 22,994 5,072

経常利益 72,004 205,178

特別利益

固定資産売却益 296 10,075

新株予約権戻入益 94 141

特別利益合計 390 10,216

特別損失

固定資産除却損 - 297

特別損失合計 - 297

税金等調整前四半期純利益 72,394 215,096

法人税、住民税及び事業税 18,980 37,824

法人税等調整額 △8,324 4,745

法人税等合計 10,655 42,570

四半期純利益 61,739 172,526

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 61,739 172,526

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △9,582 10,134

その他の包括利益合計 △9,582 10,134

四半期包括利益 52,157 182,660

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 52,157 182,660

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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

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 四半期連結
損益及び包括利
益計算書計上額製品事業 受託事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 809,683 113,192 922,876 922,876

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 809,683 113,192 922,876 922,876

セグメント利益又は損失(△) 128,531 △43,397 85,133 85,133

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と

一致しております。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

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 四半期連結
損益及び包括利
益計算書計上額製品事業 受託事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 1,060,835 64,542 1,125,378 1,125,378

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 1,060,835 64,542 1,125,378 1,125,378

セグメント利益又は損失(△) 251,713 △82,063 169,649 169,649

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と

一致しております。
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