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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年12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 ％

28年３月期第３四半期 3,227 11.5 427 35.0 513 11.1 423 9.8

27年３月期第３四半期 2,894 0.8 316 53.9 462 82.7 385 117.1
(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 246百万円(△54.5％) 27年３月期第３四半期 540百万円( 86.9％)
　

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３四半期 41.57 41.19

27年３月期第３四半期 39.09 38.50
　

　

（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３四半期 6,831 5,074 74.2

27年３月期 6,882 4,894 70.8
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 5,069百万円 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 ― 0.00 ―

28年３月期(予想) 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、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 4,418 10.9 565 53.8 650 19.0 505 △0.6 49.79
(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３Ｑ 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３Ｑ 482,948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３Ｑ 10,177,816株 27年３月期３Ｑ 9,857,042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３四半期連結累計期間における世界経済は、雇用回復により米国の景気が堅調に推移したほか、欧州におい

ても緩やかな景気回復が続きました。一方、中国経済は下振れリスクが懸念される不安定な状況が続きました。わ

が国の経済につきましては、堅調な企業業績で景気は緩やかに回復基調にあるものの、中国経済をはじめとする新

興国経済の成長鈍化もあり、全体として不透明感が広がる傾向にありました。

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。

　

売上面においては、経営基本方針の「業界をリードする製品事業の拡充」では、光ファイバー関連市場、ハード

ディスク関連市場、自動車・一般研磨関連市場向けが好調であり、前年同期比売上が増加いたしました。

「受託事業強化」では、受託元の在庫調整などにより低調でありました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は32億27百万円（前年同期比11.5%増）となりました。

損益面においては、営業利益は４億27百万円（前年同期比35.0%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」における売上の増加、および付加価値の高い製品の売上比

率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、マレーシアリンギット安が進行したことが主要因で為替差益76百万円が発生した結果、５億13百万

円（前年同期比11.1%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４億23百万円（前年同期比9.8%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、29億89百万円（前年同期比15.6%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、半導体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など、自動車・一般研磨関

連市場等でのVARIOFILMなどの売上が増加しました。

この結果、セグメント利益は６億87百万円（前年同期比56.4%増）となりました。

・受託事業

受託事業の売上高は、２億38百万円（前年同期比22.8%減）となりました。受託元の在庫調整などにより売上が

減少した結果、セグメント損失は２億60百万円（前年同期は１億23百万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３四半期連結会計期間末の総資産は68億31百万円となり、前連結会計年度末に比べて50百万円減少いたしま

した。主な内容は、受取手形及び売掛金の減少１億23百万円、電子記録債権の増加99百万円、有形固定資産の減少

29百万円等であります。

(負債)

負債の部は17億57百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億30百万円減少いたしました。主な内容は、買掛

金の減少64百万円、短期借入金の減少30百万円、社債の減少61百万円、長期借入金の減少79百万円等であります。

(純資産)

純資産の部は50億74百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億79百万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４億23百万円、配当金の支払による利益剰余金の減少78百万円、為替換算調整勘

定の減少１億77百万円等であります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、74.2％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11月２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」にて公表しました業績予想に変更はございません。

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変更はございません。
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、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３四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、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３四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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,144,787 2,186,663

受取手形及び売掛金 1,067,491 943,637

電子記録債権 32,810 132,722

商品及び製品 220,214 240,196

仕掛品 395,274 407,066

原材料及び貯蔵品 133,734 110,153

繰延税金資産 155,010 166,260

その他 134,473 98,051

貸倒引当金 △1,710 △1,619

流動資産合計 4,282,086 4,283,132

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,896,471 3,914,993

機械装置及び運搬具 1,689,011 1,689,877

土地 186,890 186,890

その他 499,377 513,058

減価償却累計額 △3,984,181 △4,046,587

有形固定資産合計 2,287,570 2,258,231

無形固定資産 214,028 206,022

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 83

その他 72,385 58,197

貸倒引当金 △6,819 △6,819

投資その他の資産合計 98,377 84,184

固定資産合計 2,599,976 2,548,438

資産合計 6,882,062 6,831,570
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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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 232,592 167,803

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 86,848

未払法人税等 76,014 42,594

賞与引当金 53,537 43,329

役員賞与引当金 - 22,760

株式給付引当金 - 83,447

その他 298,775 317,038

流動負債合計 875,018 847,021

固定負債

社債 514,500 452,900

長期借入金 295,406 230,270

繰延税金負債 24,922 34,394

株式給付引当金 60,079 -

退職給付に係る負債 112,975 109,806

その他 105,020 83,154

固定負債合計 1,112,904 910,524

負債合計 1,987,922 1,757,546

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 1,603,343

利益剰余金 1,186,792 1,531,170

自己株式 △288,677 △198,831

株主資本合計 4,559,438 4,934,382

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 312,346 135,296

その他の包括利益累計額合計 312,346 135,296

新株予約権 22,354 4,345

純資産合計 4,894,139 5,074,024

負債純資産合計 6,882,062 6,831,570
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 2,894,734 3,227,992

売上原価 1,580,160 1,548,983

売上総利益 1,314,573 1,679,008

販売費及び一般管理費 998,065 1,251,752

営業利益 316,508 427,256

営業外収益

受取利息 699 325

受取賃貸料 11,185 6,628

為替差益 141,742 76,180

受取保険金 6,287 3,401

その他 3,615 13,198

営業外収益合計 163,530 99,734

営業外費用

支払利息 8,354 7,513

賃貸費用 3,422 1,916

支払保証料 3,341 3,460

その他 2,339 248

営業外費用合計 17,457 13,139

経常利益 462,581 513,851

特別利益

固定資産売却益 610 9,882

新株予約権戻入益 2,209 9,522

特別利益合計 2,819 19,404

特別損失

固定資産除却損 1,031 13,806

会員権評価損 - 2,200

特別損失合計 1,031 16,006

税金等調整前四半期純利益 464,369 517,249

法人税、住民税及び事業税 76,429 95,748

法人税等調整額 2,653 △1,581

法人税等合計 79,083 94,166

四半期純利益 385,286 423,082

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 385,286 423,082

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 155,354 △177,049

その他の包括利益合計 155,354 △177,049

四半期包括利益 540,641 246,032

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 540,641 246,032

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３四半期連結累計期間(自 平成 26年４月１日 至 平成26年12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 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 2,585,951 308,782 2,894,734 2,894,734

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 2,585,951 308,782 2,894,734 2,894,734

セグメント利益又は損失(△) 439,536 △123,028 316,508 316,508

(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３四半期連結累計期間(自 平成 27年４月１日 至 平成27年12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 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 2,989,477 238,514 3,227,992 3,227,992

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 2,989,477 238,514 3,227,992 3,227,992

セグメント利益又は損失(△) 687,444 △260,187 427,256 427,256

(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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