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１．平成28年２月期第３四半期の連結業績（平成27年３月１日～平成27年11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 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年２月期第３四半期 66,956 6.7 2,712 29.2 3,034 7.1 2,690 19.8
27年２月期第３四半期 62,750 16.0 2,099 80.0 2,834 48.8 2,245 180.6

 

(注) 包括利益 28年２月期第３四半期 1,527百万円( △42.0％) 27年２月期第３四半期 2,634百万円( △24.5％)
 

  
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２月期第３四半期 85.38 －
27年２月期第３四半期 71.24 －

 

（２）連結財政状態

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭

28年２月期第３四半期 82,153 38,313 46.2 1,203.76
27年２月期 83,795 37,305 44.0 1,169.69

 

(参考) 自己資本 28年２月期第３四半期 37,934百万円 27年２月期 36,861百万円 
 

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２月期 － 4.00 － 4.00 8.00 
28年２月期 － 4.00 －    

28年２月期(予想)     4.00 8.00 
 

(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２月期の連結業績予想（平成27年３月１日～平成28年２月29日） 
 

  
 

  売上高 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 90,000 4.7 2,500 39.0 2,800 △1.4 2,500 － 79.33
 

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
 

  
 



  

    

    

  

  

  
  

  

※ 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 
 

（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。 

 

（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２月期３Ｑ 31,894,554株 27年２月期 31,894,554株 

② 期末自己株式数 28年２月期３Ｑ 381,341株 27年２月期 380,784株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年２月期３Ｑ 31,513,419株 27年２月期３Ｑ 31,526,242株 
 

発行済株式数に関する注記 
 

※ 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はありますが、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す。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に
基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値とは異なる場合があります。業績予
想の前提となる仮定等については、２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（２）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。 
  
（決算補足説明資料の入手方法について） 
決算補足説明資料は、平成28年１月15日（金）に当社ホームページへ掲載いたします。 
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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 

(１)連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の世界経済は、先進国を中心に緩やかな回復が続きました。米国では、企業業況の改善に

弱さがみられるものの、雇用や所得の改善を背景に個人消費が堅調に推移し緩やかな拡大基調が続きました。欧州も、

新興国景気の弱さなどから輸出が伸び悩んだ一方で個人消費が堅調であり、英国やスペインが高い成長率を維持したの

をはじめ、欧州全体で緩やかな景気の回復が続きました。アジア経済も緩やかな成長が続きましたが、中国経済は小幅

な減速となりました。わが国経済は、企業収益や雇用・所得の改善が進む一方で、個人消費の回復には遅れがみられま

した。 

このような経済環境の中、当社グループの関連する市場においては、商船市場では新船建造の需要が堅調に推移しま

した。また、プレジャーボート市場は小型艇を中心に需要の回復傾向が続きました。当第３四半期連結累計期間の米ド

ル及びユーロの平均為替レートはそれぞれ121円及び136円であり、前年同期に比べ米ドルは約17％の円安水準、ユーロ

は約３％の円高水準で推移しました。 

当社グループにおきましては、円安の追い風を受け成長市場の開拓や販売拡大に積極的に取り組み、舶用事業では商

船市場向け及びプレジャーボート市場向けの売上が増加しました。また、産業用事業も生化学自動分析装置が好調であ

り、売上が増加しました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は669億５千６百万円(前年同期比6.7％増)、売上総利益は225億１

千５百万円(前年同期比6.5％増)となりました。販売費及び一般管理費は前年同期に比べて７億６千万円増加し198億２

百万円となりましたが、売上高に占める比率が0.8ポイント減少したことから、営業利益は27億１千２百万円(前年同期

比29.2％増)、経常利益は30億３千４百万円(前年同期比7.1％増)となりました。また、税金費用が前年同期に比べて９

千７百万円減少したことなどにより四半期純利益は26億９千万円(前年同期比19.8％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。セグメント利益又は損失は、営業利益（又は営業損失）ベースの数

値であります。 

  
①舶用事業 

舶用事業の分野では、商船市場向けの売上が国内やアジアを中心に全ての地域で増加しました。漁業市場向けの売上

は国内では堅調に推移しましたが、海外では伸び悩みました。また、プレジャーボート市場向けは、中心となる北米及

び欧州における景気回復などの影響もあり、売上が増加しました。この結果、舶用事業の売上高は552億５千４百万円

(前年同期比9.4％増)、セグメント利益は29億３千６百万円(前年同期比81.2％増)となりました。 

  
②産業用事業 

産業用事業の分野では、医療機器は生化学自動分析装置が堅調に推移したことにより売上が増加しました。一方、GPS

機器は全般的に低調であり、ETC車載器も売上が減少しました。また、防衛省向けの売上も低調でした。この結果、産業

用事業の売上高は95億２千８百万円（前年同期比10.2％減）、セグメント損失は５億５千９百万円(前年同期のセグメン

ト利益は３億３千３百万円)となりました。 

  
③その他 

その他の売上高は21億７千３百万円（前年同期比32.9％増）、セグメント利益は２億７千７百万円(前年同期比

154.2％増)となりました。 
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（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
当第３四半期連結累計期間の業績を踏まえ、通期連結業績予想の売上高及び当期純利益を修正しております。なお、

営業利益及び経常利益の予想に変更はありません。また、業績予想の前提となる第４四半期以降の為替レートにつきま
しては、当初の想定レート（米ドル120円、ユーロ125円）からの変更はありません。 
  
【連結業績予想】 
通期 （平成27年３月１日～平成28年２月29日） 

（単位 百万円） 

  

  

 

  
前回発表予想 

(A) 
今回発表予想 

(B) 
増減額 
(B)-(A) 

増減率 前期実績 

売上高 91,400 90,000 △1,400 △1.53% 85,966 

営業利益 2,500 2,500 － － 1,799 

経常利益 2,800 2,800 － － 2,840 

当期純利益 1,800 2,500 700 38.89% △909 
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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) 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び

「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付適用指

針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半

期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定

額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づ

く割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ

変更しております。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半期連

結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しておりま

す。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が467百万円、退職給付に係る負債が315百万円そ

れぞれ減少し、利益剰余金が151百万円減少しております。なお、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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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：百万円) 

                    
前連結会計年度 
(平成27年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成27年11月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 10,127 11,117 

    受取手形及び売掛金 21,638 18,305 

    商品及び製品 17,354 18,610 

    仕掛品 3,881 3,995 

    原材料及び貯蔵品 6,753 7,380 

    繰延税金資産 302 396 

    その他 3,882 3,214 

    貸倒引当金 △330 △312 

    流動資産合計 63,610 62,709 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 4,350 4,154 

      機械装置及び運搬具（純額） 864 867 

      土地 3,446 3,469 

      その他（純額） 1,261 1,401 

      有形固定資産合計 9,923 9,892 

    無形固定資産     

      のれん 803 622 

      その他 3,301 3,334 

      無形固定資産合計 4,105 3,957 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 3,782 3,048 

      退職給付に係る資産 707 908 

      繰延税金資産 72 70 

      その他 1,783 1,625 

      貸倒引当金 △187 △60 

      投資その他の資産合計 6,157 5,593 

    固定資産合計 20,185 19,443 

  資産合計 83,795 82,153 
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                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 
(平成27年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成27年11月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 9,184 9,098 

    電子記録債務 5,778 4,481 

    短期借入金 3,581 5,530 

    1年内返済予定の長期借入金 2,971 2,488 

    未払法人税等 646 415 

    賞与引当金 1,583 819 

    製品保証引当金 1,325 1,145 

    防衛装備品関連損失引当金 2,857 － 

    その他 6,749 7,841 

    流動負債合計 34,678 31,821 

  固定負債     

    長期借入金 7,109 8,169 

    繰延税金負債 995 574 

    退職給付に係る負債 2,876 2,480 

    その他 830 793 

    固定負債合計 11,811 12,018 

  負債合計 46,490 43,839 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 7,534 7,534 

    資本剰余金 10,074 10,074 

    利益剰余金 17,862 20,149 

    自己株式 △200 △201 

    株主資本合計 35,270 37,557 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 1,379 955 

    繰延ヘッジ損益 △36 △32 

    為替換算調整勘定 996 △156 

    退職給付に係る調整累計額 △748 △389 

    その他の包括利益累計額合計 1,590 376 

  少数株主持分 444 379 

  純資産合計 37,305 38,313 

負債純資産合計 83,795 82,153 
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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：百万円) 

                    前第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成26年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年11月30日) 

売上高 62,750 66,956 

売上原価 41,609 44,441 

売上総利益 21,140 22,515 

販売費及び一般管理費     

  貸倒引当金繰入額 76 0 

  給料及び賃金 6,441 6,501 

  賞与引当金繰入額 1,074 1,149 

  退職給付費用 261 215 

  研究開発費 3,317 3,692 

  減価償却費 638 673 

  その他 7,230 7,570 

  販売費及び一般管理費合計 19,041 19,802 

営業利益 2,099 2,712 

営業外収益     

  受取利息 17 9 

  受取配当金 60 66 

  保険解約返戻金 56 69 

  為替差益 32 103 

  訴訟関連収益 430 － 

  その他 350 224 

  営業外収益合計 948 473 

営業外費用     

  支払利息 103 105 

  その他 109 46 

  営業外費用合計 212 151 

経常利益 2,834 3,034 

特別利益     

  固定資産売却益 0 25 

  負ののれん発生益 220 － 

  投資有価証券売却益 1 918 

  その他 0 2 

  特別利益合計 222 945 

特別損失     

  固定資産売却損 21 0 

  投資有価証券評価損 0 0 

  減損損失 121 127 

  防衛装備品関連損失 － 621 

  その他 1 － 

  特別損失合計 145 749 

税金等調整前四半期純利益 2,912 3,230 

法人税、住民税及び事業税 649 579 

法人税等調整額 △62 △90 

法人税等合計 586 489 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,325 2,741 

少数株主利益 79 50 

四半期純利益 2,245 2,690 
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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：百万円) 

                    前第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成26年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,325 2,741 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 560 △424 

  繰延ヘッジ損益 △37 4 

  為替換算調整勘定 △214 △1,153 

  退職給付に係る調整額 － 359 

  その他の包括利益合計 308 △1,213 

四半期包括利益 2,634 1,527 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 2,573 1,476 

  少数株主に係る四半期包括利益 61 50 
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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。 

  

  

４．追加情報 

 当第３四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年11月30日) 

当社は、平成26年３月25日、航空・防衛事業部において防衛省との契約で費用の過大請求を行った案件がある

ことを社内調査により確認し、同省へ報告いたしました。また、平成26年３月27日付で内部調査委員会を立ち上

げ、過大請求の事実関係の把握と原因究明を行ったうえで再発防止策を策定し、平成26年９月24日付で同省に報

告いたしました。 

一方で、平成27年８月26日付で過大請求額及び関連する違約金・延滞利息3,478百万円の納付を行い、前連結会

計年度に引当計上した2,857百万円との差額を防衛装備品関連損失として特別損失に計上いたしました。 
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