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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9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 ％

30年3月期第2四半期 2,509 55.5 138 ― 124 ― 94 ―

29年3月期第2四半期 1,614 △42.1 △127 ― △151 ― △190 ―

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　196百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△197百万円 （―％）

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

30年3月期第2四半期 2.75 ―

29年3月期第2四半期 △5.52 ―

(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 ％

30年3月期第2四半期 6,857 767 11.0

29年3月期 6,282 571 9.0

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 756百万円 29年3月期 563百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

30年3月期 ― 0.00

30年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（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30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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 5,000 38.7 180 ― 140 ― 100 ― 2.90

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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

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） 30年3月期2Q 34,624,000 株 29年3月期 34,624,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 199,899 株 29年3月期 198,548 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 34,424,507 株 29年3月期2Q 34,428,703 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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、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３ページ「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。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の回復や雇用・所得環境の改善が続

く一方、米国の政治情勢及びわが国の地政学リスクの高まりなど、海外情勢の影響等により先行き

不透明な状況が続いております。 

このような経営環境の下、当社グループは、従来から取組中の販路拡大や売価の見直し等の販売

力の強化、ならびに原価低減諸施策による生産性の向上に一層注力してまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高は計画通りである 2,509 百万円

（前年同四半期比 55.5％増）となりましたが、各利益水準につきましては、当初計画を大きく上回

り、営業利益は 138 百万円（前年同四半期は営業損失 127 百万円）、経常利益は 124 百万円（前年

同四半期は経常損失 151 百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は 94 百万円（前年同四半

期は親会社株主に帰属する四半期純損失 190 百万円）となりました。 

  なお、セグメント別では、当社グループは、１工場で工作機械の製造を行い、販売するという単

一事業を展開しております。 

  そこで、セグメント別の「工作機械事業」としては、上記のとおりですが、以下「機種別」に市

場動向、販売状況等を補足させていただきます。 

① ラップ盤 

デジタル家電向の設備投資は、国内外の半導体シリコンウエーハ加工用の需要が旺盛なうえ、

一部の光学関連部品加工用につきましても、その受注・売上は引き続き堅調に推移しておりま

す。 

加えて、自動車関連等の金属加工用ファイングラインディングマシンの販売も寄与し、売上高

は 983 百万円（前年同四半期比 214.8％増）となりました。 

② ホブ盤、フライス盤 

ホブ盤では、国内外の釣具関連の部品加工用や、中国のロボット向減速機ならびに自動車部品

加工用の販売が堅調に推移しました。フライス盤では、東アジア圏での販売が伸び悩んだもの

の、国内向が補い、売上高は 757 百万円（前年同四半期比 7.0％増）となりました。 

③ 部品、歯車 

ハードディスク基板加工用の消耗部品等の販売は伸び悩みましたが、その他光学ガラスや半導

体加工用部品の販売が堅調に推移し、売上高は 768 百万円（前年同四半期比 29.4％増）となりま

した。 

 

（２）財政状態に関する説明 

  財政状態の分析 

（流動資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 3,799 百万円で、前連結会計年度末に

比べ 485 百万円増加しております。受取手形及び売掛金の売上債権の増加 548 百万円が主な要因

であります。 

  （固定資産） 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は 3,058 百万円で、前連結会計年度末に

比べ89百万円増加しております。主な増加要因は、投資その他の資産の増加148百万円であり、

主な減少要因は、有形固定資産の減少 59 百万円であります。 
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  （流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は 5,372 百万円で、前連結会計年度末に

比べ 462 百万円増加しております。支払手形及び買掛金の仕入債務の増加 380 百万円が主な要因

であります。 

  （固定負債） 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は 717 百万円で、前連結会計年度末に比

べ 83 百万円減少しております。長期借入金の減少 123 百万円が主な要因であります。 

  （純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は 767 百万円で、前連結会計年度末に比べ

196 百万円増加しております。その他有価証券評価差額金の増加 99 百万円、親会社株主に帰属す

る四半期純利益による利益剰余金の増加 94 百万円が主な要因であります。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成 29 年 11 月６日発表の連結業績予想に変更はありません。 

当連結会計年度（平成30年３月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高5,000百万円、連

結営業利益 180 百万円、連結経常利益 140 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益 100 百万円を

見込んでおります。 

 

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。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 588,108 675,960

受取手形及び売掛金 1,031,239 1,579,361

商品及び製品 76,171 73,690

仕掛品 1,472,665 1,340,145

原材料 16,200 16,658

その他 128,886 113,182

流動資産合計 3,313,272 3,799,000

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 624,166 601,275

土地 1,408,018 1,408,018

その他（純額） 460,730 424,177

有形固定資産合計 2,492,915 2,433,470

投資その他の資産

投資有価証券 288,337 432,248

その他 202,926 207,556

貸倒引当金 △14,958 △14,958

投資その他の資産合計 476,305 624,846

固定資産合計 2,969,221 3,058,317

資産合計 6,282,493 6,857,317

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,033,183 1,413,790

短期借入金 386,000 321,264

1年内返済予定の長期借入金 3,233,159 3,265,836

未払法人税等 11,651 26,361

製品保証引当金 55,608 68,088

その他 190,613 277,203

流動負債合計 4,910,217 5,372,544

固定負債

長期借入金 363,258 239,316

退職給付に係る負債 345,213 341,986

資産除去債務 32,202 32,443

その他 60,308 103,309

固定負債合計 800,982 717,055

負債合計 5,711,199 6,089,599
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,213,186 2,213,186

資本剰余金 163,000 163,000

利益剰余金 △1,927,811 △1,833,039

自己株式 △29,537 △29,647

株主資本合計 418,837 513,499

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 138,083 237,762

為替換算調整勘定 6,081 5,670

その他の包括利益累計額合計 144,164 243,432

非支配株主持分 8,291 10,786

純資産合計 571,294 767,718

負債純資産合計 6,282,493 6,857,317
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

売上高 1,614,066 2,509,709

売上原価 1,364,858 2,006,320

売上総利益 249,208 503,388

販売費及び一般管理費

販売手数料 19,411 18,707

荷造運搬費 33,033 37,773

役員報酬 42,762 34,200

従業員給料 81,019 74,673

従業員賞与 2,564 6,552

退職給付費用 5,371 2,552

その他 192,540 190,420

販売費及び一般管理費合計 376,702 364,879

営業利益又は営業損失（△） △127,494 138,508

営業外収益

受取利息 83 258

受取配当金 2,620 2,970

受取手数料 ― 9,885

不動産賃貸料 2,180 1,235

保険解約返戻金 5,012 2,581

その他 2,525 2,723

営業外収益合計 12,422 19,654

営業外費用

支払利息 24,995 23,244

支払手数料 3,650 7,000

その他 7,285 3,167

営業外費用合計 35,930 33,412

経常利益又は経常損失（△） △151,002 124,751

特別利益

固定資産売却益 3,281 1,299

受取保険金 947 ―

特別利益合計 4,228 1,299

特別損失

固定資産除却損 36 0

特別退職金 ― 11,308

違約金 40,636 ―

特別損失合計 40,673 11,308

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

△187,446 114,742

法人税、住民税及び事業税 3,047 17,573

法人税等調整額 △155 △201

法人税等合計 2,892 17,372

四半期純利益又は四半期純損失（△） △190,338 97,369

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△169 2,597

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△190,169 94,771
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △190,338 97,369

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 629 99,678

繰延ヘッジ損益 △914 ―

為替換算調整勘定 △7,336 △514

その他の包括利益合計 △7,622 99,164

四半期包括利益 △197,961 196,534

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △196,324 194,038

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,637 2,495
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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） 

当社グループは、前連結会計年度まで、２期連続の営業損失を計上したものの、当第２四半期

連結累計期間におきましては、前連結会計年度までに受注した製品の出荷・売上計上が本格化し

たことに伴い、138,508 千円の営業利益を計上し、黒字に転換しております。 

しかしながら、本格的な業績の回復には至っていないことから、未だ継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような状況が存在しているものと認識しております。 

この現状を踏まえ、主要取引行と協議の上、新たに策定した行動計画を実施中であり、安定し

た利益を計上できる体制への移行をはかってまいります。当該行動計画に則った以下の対応策を

加速して実施してまいります。 

① 営業力強化に伴う採算の改善と新規顧客獲得による売上の増加 

1) 売価見直しに伴う適正価格の確保 

全受注製品について、売価の見直しを実施し、適正価格の確保に注力中であります。 

2) 新規顧客獲得の強化と既存顧客の掘り起しの徹底、アフターフォローの強化 

従来の東京、東日本、大阪、海外の４営業部門を横断する機種別拡販チームを組成し、顧客

ニーズにきめ細かく対応する体制をとり、国内外の新規顧客の獲得、新規マーケットの開拓を

推進し、特に海外の新規先開拓に力を入れて展開中であります。 

また、既存顧客の掘り起し、アフターフォローの強化により、部品販売等の拡大につなげ、

実績も上がってきております。 

② 生産部門の原価低減諸施策の徹底を中心としたコスト削減と生産効率のアップ 

1) 外注加工費・部材購入価格の見直しによる原価低減 

外注加工先と協同しての原価低減に向けた取り組みを推進し、個々の機種ごとの採算性の改

善に、引き続き努力中であります。 

購入部品につきましても、購買先の拡大や価格交渉の徹底により、部材購入価格の見直しも

常時継続して実施中であります。 

2) 設計の見直しによる原価低減 

機種別に原価低減目標を掲げ、製造部品点数の削減や部品の共通化等により、原価低減に継

続して取り組んでおります。 

3) 二次原価の削減 

既納機械に対する製品保証期間に係るメンテナンス費用等の二次原価を削減するため、機械

出荷前製品検査の強化を継続して実施中であります。 

4) 適正在庫水準までの在庫の削減による在庫の早期資金化 

引き続き適正な在庫水準までの削減をはかり、在庫負担削減、キャッシュ・フローの充実を

一層はかってまいります。在庫水準自体は、着実に削減がはかれております。 

③ 総経費の削減 

適正人員へのスリム化の一環として、当第２四半期連結会計期間において、10名の「希望退

職者募集」を実施し、７名の応募がありました。これにより、前連結会計年度の「早期退職優

遇制度」や契約社員の契約内容の見直しと併せ、一定の固定費削減ははかれ、利益を安定的に

生み出すための体制面の構築はできたものといえます。 

併せて若手の登用や多能化を通じての組織の活性化、人材への投資強化、人材育成等による

質的水準維持も継続して実施中であります。 
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また、費用対効果を検証しつつ、展示会への出展絞り込み、工場の製造経費のうちの電力料

等の削減につきましても継続して取り組んでおります。 

 

以上のようなコスト構造改革に加え、固定資産の売却による有利子負債の圧縮等も引き続き検

討してまいります。 

 

④ モニタリング体制の励行 

毎月、工場において実施しているＰＤＣＡ会議により、各部門の上記諸施策の実施状況、改

善点等をチェックし、行動計画に還元し、ＰＤＣＡサイクルを回しております。 

 

   以上のような業績の改善についての対応策を継続して推進してまいる所存であります。 

 

資金面につきましては、平成 27 年９月に期間１年、総額 30 億円のシンジケート・ローンを取

引金融機関と締結済みで、平成 28 年３月期に経常損益が赤字となったこと、及び平成 28 年３月

期の末日における純資産の部の金額が平成 27 年３月期の純資産の部の 70％未満になったことか

ら、当該ローンのコベナンツ条項に抵触しましたが、期限の利益の喪失猶予につき、全参加行の

ご了解を受け、引き続き利用をしております。 

本シンジケート・ローンについては、平成 28 年９月に契約上の期限が到来しましたが、上記

諸施策の効果、特に「早期退職優遇制度」の実施状況、及び平成 28 年 10 月以降の受注状況等を

見極めるための期間として、全参加行のご了解の下、29 億円（利用残高）につき、期間３ヶ月で

シンジケート・ローン契約を継続し、平成 28 年 12 月での再組成を目指してまいりましたが、平

成 28 年 12 月までの実績の進捗が計画比で遅れていること、及びコスト構造改革が途上であるこ

とから、全参加行のご了解の下、その見極めの期間を更に６ヶ月延長し、シンジケート・ローン

契約を継続しておりました。また、取引金融機関との間で長期借入金元本の返済に関する条件変

更契約を同時に締結いたしました。 

シンジケート・ローン契約につき、平成 29 年６月での再組成を目指してまいりましたが、コ

スト構造改革が未だ途上であり、また、第２四半期連結累計期間での業績及びその後の業績見通

しを見極める必要があることから、全参加行のご了解の下、28.2 億円（一部内入れ返済後利用残

高）につき、再度６ヶ月延長の契約を締結しております。また、取引金融機関との間で借入金元

本の返済に関する条件変更契約も改めて締結いたしました。 

 

当社グループの業績の改善は、経済環境等の影響を受け、計画通りに進捗しない可能性がある

こと、また、継続的な資金支援について、主要取引行と交渉中であることから、現時点では継続

企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。 

なお、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関す

る重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成 29 年４月１日 至 平成 29 年９月 30 日） 

該当事項はありません。  
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３．その他 

（継続企業の前提に関する重要事象等） 

当社グループは、前連結会計年度まで、２期連続の営業損失を計上したものの、当第２四半期連

結累計期間におきましては、前連結会計年度までに受注した製品の出荷・売上計上が本格化したこ

とに伴い、138,508 千円の営業利益を計上し、黒字に転換しております。 

しかしながら、本格的な業績の回復には至っていないことから、未だ継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しているものと認識しております。 

この現状を踏まえ、主要取引行と協議の上、新たに策定した行動計画を実施中であり、安定した

利益を計上できる体制への移行をはかってまいります。当該行動計画に則った以下の対応策を加速

して実施してまいります。 

 

（１）営業力強化に伴う採算の改善と新規顧客獲得による売上の増加 

① 売価見直しに伴う適正価格の確保 

    全受注製品について、売価の見直しを実施し、適正価格の確保に注力中であります。 

② 新規顧客獲得の強化と既存顧客の掘り起しの徹底、アフターフォローの強化 

従来の東京、東日本、大阪、海外の４営業部門を横断する機種別拡販チームを組成し、顧客

ニーズにきめ細かく対応する体制をとり、国内外の新規顧客の獲得、新規マーケットの開拓を

推進し、特に海外の新規先開拓に力を入れて展開中であります。 

また、既存顧客の掘り起し、アフターフォローの強化により、部品販売等の拡大につなげ、

実績も上がってきております。 

 

（２）生産部門の原価低減諸施策の徹底を中心としたコスト削減と生産効率のアップ 

① 外注加工費・部材購入価格の見直しによる原価低減 

    外注加工先と協同しての原価低減に向けた取り組みを推進し、個々の機種ごとの採算性の改

善に、引き続き努力中であります。 

    購入部品につきましても、購買先の拡大や価格交渉の徹底により、部材購入価格の見直しも

常時継続して実施中であります。 

② 設計の見直しによる原価低減 

 機種別に原価低減目標を掲げ、製造部品点数の削減や部品の共通化等により、原価低減に継

続して取り組んでおります。 

③ 二次原価の削減 

 既納機械に対する製品保証期間に係るメンテナンス費用等の二次原価を削減するため、機械

出荷前製品検査の強化を継続して実施中であります。 

④ 適正在庫水準までの在庫の削減による在庫の早期資金化 

 引き続き適正な在庫水準までの削減をはかり、在庫負担削減、キャッシュ・フローの充実を

一層はかってまいります。在庫水準自体は、着実に削減がはかれております。 

（３）総経費の削減 

    適正人員へのスリム化の一環として、当第２四半期連結会計期間において、10 名の「希望退

職者募集」を実施し、７名の応募がありました。これにより、前連結会計年度の「早期退職優

遇制度」や契約社員の契約内容の見直しと併せ、一定の固定費削減ははかれ、利益を安定的に

生み出すための体制面の構築はできたものといえます。 
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    併せて若手の登用や多能化を通じての組織の活性化、人材への投資強化、人材育成等による

質的水準維持も継続して実施中であります。 

また、費用対効果を検証しつつ、展示会への出展絞り込み、工場の製造経費のうちの電力料

等の削減につきましても継続して取り組んでおります。 

 

   以上のようなコスト構造改革に加え、固定資産の売却による有利子負債の圧縮等も引き続き検

討してまいります。 

 

（４）モニタリング体制の励行 

    毎月、工場において実施しているＰＤＣＡ会議により、各部門の上記諸施策の実施状況、改

善点等をチェックし、行動計画に還元し、ＰＤＣＡサイクルを回しております。 

 

以上のような業績の改善についての対応策を継続して推進してまいる所存であります。 

 

資金面につきましては、平成 27 年９月に期間１年、総額 30 億円のシンジケート・ローンを取引

金融機関と締結済みで、平成 28 年３月期に経常損益が赤字となったこと、及び平成 28 年３月期の

末日における純資産の部の金額が平成 27 年３月期の純資産の部の 70％未満になったことから、当

該ローンのコベナンツ条項に抵触しましたが、期限の利益の喪失猶予につき、全参加行のご了解を

受け、引き続き利用をしております。 

本シンジケート・ローンについては、平成 28 年９月に契約上の期限が到来しましたが、上記諸

施策の効果、特に「早期退職優遇制度」の実施状況、及び平成 28 年 10 月以降の受注状況等を見極

めるための期間として、全参加行のご了解の下、29 億円（利用残高）につき、期間３ヶ月でシンジ

ケート・ローン契約を継続し、平成 28 年 12 月での再組成を目指してまいりましたが、平成 28 年

12 月までの実績の進捗が計画比で遅れていること、及びコスト構造改革が途上であることから、全

参加行のご了解の下、その見極めの期間を更に６ヶ月延長し、シンジケート・ローン契約を継続し

ておりました。また、取引金融機関との間で長期借入金元本の返済に関する条件変更契約を同時に

締結いたしました。 

シンジケート・ローン契約につき、平成 29 年６月での再組成を目指してまいりましたが、コス

ト構造改革が未だ途上であり、また、第２四半期連結累計期間での業績及びその後の業績見通しを

見極める必要があることから、全参加行のご了解の下、28.2 億円（一部内入れ返済後利用残高）に

つき、再度６ヶ月延長の契約を締結しております。また、取引金融機関との間で借入金元本の返済

に関する条件変更契約も改めて締結いたしました。 

 

当社グループの業績の改善は、経済環境等の影響を受け、計画通りに進捗しない可能性があるこ

と、また、継続的な資金支援について、主要取引行と交渉中であることから、現時点では継続企業

の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。 

なお、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する

重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

 

浜井産業㈱（6131）　平成30年３月期　第２四半期決算短信

－ 11 －


	平成30年3月期第2四半期決算短信_（サマリー）_171020
	平成30年3月期第2四半期決算短信_（バインダ）
	平成30年3月期第2四半期決算短信_（定性）_171031
	BS
	PL
	PL-2
	平成30年3月期第2四半期決算短信_（その他）_171101




