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(百万円未満切捨て)
１．2016年2月期第1四半期の連結業績（2015年3月1日～2015年5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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2016年2月期第1四半期 2,772 23.7 95 ― 83 494.4 117 66.3

2015年2月期第1四半期 2,241 △4.1 △57 ― 13 △91.0 70 △41.5

(注) 包括利益 2016年2月期第1四半期 49 百万円 ( ―％) 2015年2月期第1四半期 △263 百万円 ( ―％)
　

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

2016年2月期第1四半期 6 80 ―

2015年2月期第1四半期 4 10 4 09
　

（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 ％

2016年2月期第1四半期 18,822 11,513 51.2

2015年2月期 19,223 11,550 50.0

(参考) 自己資本 2016年2月期第1四半期 9,629 百万円 　2015年2月期 9,609 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

2015年2月期 ― 0 00 ― 5 00 5 00

2016年2月期 ―

2016年2月期(予想) 0 00 ― 8 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

　

３．2016年2月期の連結業績予想（2015年3月1日～2016年2月29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 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) 7,239 38.3 829 513.3 819 343.2 616 127.1 35 68

通期 17,530 37.5 2,290 192.9 2,249 153.8 1,460 68.7 84 51
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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 ： 無

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

（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) 2016年2月期1Ｑ 17,640,000株 2015年2月期 17,640,000株

② 期末自己株式数 2016年2月期1Ｑ 358,359株 2015年2月期 358,359株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2016年2月期1Ｑ 17,281,641株 2015年2月期1Ｑ 17,222,076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、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いません。

　

※ 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2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わが国経済は、継続的な金融政策により、企業収益や雇用情勢が改善するなど、

緩やかな回復基調が続きました。

このような状況の中で当社グループは、メモリ市場での半導体製造工程における積極的な設備投資を背景に、台湾、

韓国等の海外取引先におけるウエハソータやＥＦＥＭの受注及び販売が順調に推移したことから、ウエハ搬送機の連

結売上高は2,058百万円(前年同期比42.4％増)となりました。

また、海外での積極的な半導体設備投資需要により、ウエハソータやＥＦＥＭに加えて基板保管装置「Ｎ２パージ

対応ウエハストッカ」などの新規搬送機の受注増加に伴い、当第１四半期連結累計期間におけるウエハ搬送機の連結

受注高は 2,917百万円(前年同期比108.1％増）となりました。

一方、ガラス基板搬送機につきましては、韓国市場における需要が落ち込み、連結売上高は146百万円（前年同期比

55.7％減）となりました。なお、2015年４月27日公表の韓国子会社におけるディスプレイ製造装置の受注約18億6,500

万円につきましては、当社と韓国子会社との決算月に２か月のずれがあるため、当第２四半期連結会計期間において

連結受注高に反映されるものであります。

損益面につきましては、ウエハ搬送機を中心として売上高が増加したことから売上原価率が改善し、前年の営業損

失から営業利益へ転じ、経常利益、四半期純利益ともに前年同期比で増益となりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高2,772百万円(前年同期比23.7％増)、営業利益95百万円

(前年同期は営業損失57百万円)、経常利益83百万円(前年同期比494.4％増)、四半期純利益117百万円(前年同期比66.3

％増)となりました。

　
（２）財政状態に関する説明

　資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ401百万円減少し、18,822百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金の減少1,021百万円、受取手形及び売掛金の減少474百万円及びたな卸資産の増加916百万円に

よるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ364百万円減少し、7,309百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金

の増加401百万円及び借入金の減少570百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ37百万円減少し、11,513百万円となりました。これは主に、少数株主持分の減

少57百万円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

2016年２月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、2015年４月10日付の「2015年２

月期決算短信〔日本基準〕(連結)」において公表しました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日

公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

　なお、上記の業績予想は、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ものではありません。また、実際の業績等は今後の様々な要因により予想数値と異な

る可能性があります。

　
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

　 該当事項はありません。
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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
(2015年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(2015年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,850,283 2,828,656

受取手形及び売掛金 3,960,870 3,486,782

商品及び製品 290,418 259,688

仕掛品 2,103,876 2,640,373

原材料及び貯蔵品 1,700,919 2,111,227

繰延税金資産 253,275 332,329

その他 236,780 313,726

貸倒引当金 △55,559 △17,688

流動資産合計 12,340,865 11,955,095

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,646,768 2,604,921

土地 2,524,883 2,519,476

その他（純額） 856,139 824,964

有形固定資産合計 6,027,792 5,949,362

無形固定資産 244,608 253,348

投資その他の資産

投資有価証券 240,706 257,581

繰延税金資産 33,331 59,800

その他 352,618 401,417

貸倒引当金 △16,195 △54,074

投資その他の資産合計 610,460 664,724

固定資産合計 6,882,860 6,867,434

資産合計 19,223,725 18,822,530
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2015年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(2015年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,165,589 1,567,284

短期借入金 2,963,040 2,562,285

未払法人税等 109,520 105,683

賞与引当金 106,662 218,922

役員賞与引当金 5,925 2,250

製品保証引当金 409,770 417,146

その他 890,944 569,575

流動負債合計 5,651,452 5,443,147

固定負債

長期借入金 1,425,545 1,255,517

繰延税金負債 14,440 18,471

役員退職慰労引当金 390,231 399,734

退職給付に係る負債 145,745 146,294

資産除去債務 45,872 45,974

その他 297 297

固定負債合計 2,022,132 1,866,289

負債合計 7,673,585 7,309,437

純資産の部

株主資本

資本金 982,775 982,775

資本剰余金 1,172,580 1,172,580

利益剰余金 7,005,807 7,036,922

自己株式 △53,356 △53,356

株主資本合計 9,107,806 9,138,921

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 33,257 45,997

為替換算調整勘定 468,072 444,965

その他の包括利益累計額合計 501,330 490,962

少数株主持分 1,941,004 1,883,209

純資産合計 11,550,140 11,513,092

負債純資産合計 19,223,725 18,822,530
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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 2014年３月１日
　至 2014年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2015年３月１日
　至 2015年５月31日)

売上高 2,241,005 2,772,698

売上原価 1,737,499 2,021,159

売上総利益 503,506 751,538

販売費及び一般管理費 560,665 656,318

営業利益又は営業損失（△） △57,159 95,220

営業外収益

受取利息 4,201 1,351

為替差益 58,969 -

売電収入 20,956 20,179

補助金収入 - 1,500

デリバティブ利益 3,176 8,351

その他 6,078 4,139

営業外収益合計 93,382 35,521

営業外費用

支払利息 8,641 5,581

為替差損 - 27,662

売電費用 10,972 12,351

その他 2,634 2,080

営業外費用合計 22,249 47,676

経常利益 13,973 83,066

特別利益

新株予約権戻入益 122 -

特別利益合計 122 -

特別損失

有形固定資産除却損 41 4

特別損失合計 41 4

税金等調整前四半期純利益 14,054 83,061

法人税、住民税及び事業税 111,309 176,126

法人税等調整額 △94,191 △172,308

法人税等合計 17,117 3,817

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

△3,063 79,243

少数株主損失（△） △73,752 △38,279

四半期純利益 70,688 117,523
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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 2014年３月１日
　至 2014年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2015年３月１日
　至 2015年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

△3,063 79,243

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,567 12,739

為替換算調整勘定 △265,097 △42,737

その他の包括利益合計 △260,530 △29,997

四半期包括利益 △263,593 49,246

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △126,393 108,547

少数株主に係る四半期包括利益 △137,199 △59,301
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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）

前第１四半期連結累計期間(自 2014年３月１日 至 2014年５月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自

2015年３月１日 至 2015年５月31日)

当社グループは、半導体業界や液晶業界における無塵化対応搬送装置の開発・製造・販売を行う「半導体・液

晶関連装置事業」と、精密シャフトモータ等に使用する磁石の製造・販売を行う「磁石事業」を報告セグメント

としておりますが、「磁石事業」の割合が低く、重要性が乏しいため、セグメント別の記載を省略しております。

４．補足情報

　生産、受注及び販売の状況

当社グループは，半導体業界や液晶業界における無塵化対応搬送装置の開発・製造・販売を行う「半導体・液晶

関連装置事業」と、精密シャフトモータ等に使用する磁石の製造・販売を行う「磁石事業」を報告セグメントとし

ておりますが、「磁石事業」の割合が低く、重要性が乏しいため、セグメント別の記載を省略しております。

よって、生産、受注及び販売の状況につきましては品目別に記載しております。

　(1) 生産実績

品目別 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

ウエハ搬送機 1,733,011 116.2

ガラス基板搬送機 147,763 45.2

モータ制御機器 14,767 106.8

合計 1,895,543 103.5

(注) １．金額は、製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
　(2) 受注実績

モータ制御機器については見込生産によっておりますが、ウエハ搬送機、ガラス基板搬送機及びバイオ・ゲノム

関連装置につきましては、受注生産を行っております。

ウエハ搬送機、ガラス基板搬送機及びバイオ・ゲノム関連装置の受注実績は次のとおりであります。

　

品目別 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

ウエハ搬送機 2,917,789 208.1 3,529,519 123.0

ガラス基板搬送機 211,676 97.3 149,583 189.5

バイオ・ゲノム関連装置 ― ― 10,000 30.4

合計 3,129,466 192.8 3,689,102 123.7

(注) １．金額は、販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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　(3) 販売実績

　

品目別 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

ウエハ搬送機 2,058,651 142.4

ガラス基板搬送機 146,063 44.3

モータ制御機器 25,587 162.2

部品・修理 他 539,153 120.3

商品 3,242 231.5

合計 2,772,698 123.7

(注) １．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co., Ltd.

334,246 14.9 ― ―

(注)Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.に対する当第１四半期連結累計期間の売上高は、

132,462千円(総販売実績に対する割合4.8％）であります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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