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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

 

回次
第28期

第２四半期
連結累計期間

第29期
第２四半期
連結累計期間

第28期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 13,919,391 14,550,957 28,278,413

経常利益 (千円) 4,034,348 4,163,932 7,829,815

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 2,594,206 2,752,915 5,001,654

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △477,541 2,519,969 2,525,672

純資産額 (千円) 36,777,199 40,656,706 38,891,091

総資産額 (千円) 45,628,684 51,101,798 48,749,900

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 28.32 30.05 54.60

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 76.7 76.3 76.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,938,655 3,382,922 6,499,130

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,795,193 △1,033,293 △4,394,009

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △290,864 △991,726 △1,384,964

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 10,645,803 11,396,595 10,439,174
 

　

回次
第28期

第２四半期
連結会計期間

第29期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 10.3 15.2
 

(注)　１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

 また、事業に携わる主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間における当社グループの事業環境は、米国の利上げ見送りや英国のEU離脱決定など世界

経済に不安定な動きが見られたものの、製造業における自動化・省力化のニーズは強く、設備投資が旺盛であったこ

とから、総じて良好に推移しました。

　用途別の売上高につきましては、前年同期比で金属工作機械向け、石油掘削装置向け、モーターメーカー向けギア

ヘッドは減少しましたが、産業用ロボット向け、半導体製造装置向けが増加しました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比4.5％増加の145億50百万円となりました。

損益面につきましては、売上高の増加に伴う増益効果があったものの、新工場棟建設や生産能力増強投資に伴う減

価償却費の増加に加え、販売費及び一般管理費も増加した影響により、営業利益は前年同期比0.7％減少の39億78百万

円となりました。また、経常利益は為替が円高に転じたことにより為替差損が増加したものの、持分法投資利益が増

加したことなどから前年同期比3.2％増加の41億63百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、税金等調整

前四半期純利益が増益となったことに加え、法人税等合計額が減少したことなどにより、前年同期比6.1％増加の27億

52百万円となりました。

なお、製品群別の売上高は、減速装置が前年同期比4.6％増加の116億82百万円、メカトロニクス製品が同4.1％増加

の28億68百万円で、売上高比率はそれぞれ、80.3％、19.7％となりました。

 

報告セグメントの業績は、以下のとおりであります。

（日本）

金属工作機械向け、石油掘削装置向け、モーターメーカー向けギアヘッドは減少しましたが、産業用ロボット向

け、半導体製造装置向けが増加したことにより、売上高は前年同期比6.4％増加の122億49百万円となりました。セ

グメント利益（経常利益）は、設備投資に伴う減価償却費の増加、販売費及び一般管理費の増加により前年同期比

6.7％減少の43億29百万円となりました。

 

（北米）

医療機器向け、産業用ロボット向け、半導体製造装置向け、工作機械向けの需要が増加した影響を受け、ドル

ベースでの売上高は増加したものの、為替が円高に転じた影響を受け、売上高は前年同期比4.3％減少の23億1百万

円となりました。セグメント利益（経常利益）は、販売費及び一般管理費が増加した影響を受け、前年同期比

16.9％減少の3億62百万円となりました。

 

（欧州）

産業用ロボット向けなどの需要が増加したことにより、ドイツ持分法適用関連会社に係る持分法投資利益が増加

しました。この結果、セグメント利益（経常利益）は2億14百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比で23億51百万円増加（前連結会計年度末比4.8％増）

し、511億1百万円となりました。これは、現金及び預金が7億90百万円増加（前連結会計年度末比6.1％増）、設備投

資を実行したことにより有形固定資産が7億25百万円増加（前連結会計年度末比7.4％増）したことに加え、保有する

関係会社株式の時価が上昇したことにより投資その他の資産が7億67百万円増加（前連結会計年度末比5.2％増）した

ことが主な要因です。

負債は、前連結会計年度末に比べて5億86百万円増加（前連結会計年度末比5.9％増）し、104億45百万円となりまし

た。これは、未払法人税等が3億11百万円増加（前連結会計年度末比41.1％増）したことに加え、繰延税金負債が2億

90百万円増加（前連結会計年度末比11.4％増）したことが主な要因です。

純資産は、前連結会計年度末比で17億65百万円増加（前連結会計年度末比4.5％増）し、406億56百万円となりまし

た。これは、為替換算調整勘定が7億58百万円減少（前連結会計年度末比149.3％減）したものの、利益剰余金が19億

28百万円増加（前連結会計年度末比6.9％増）したことに加え、その他有価証券評価差額金が7億19百万円増加（前連

結会計年度末比17.3％増）したことが主な要因です。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の76.1％から

76.3％になりました。

　

 
(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて9億57百万円増加し、

113億96百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動による収入は、33億82百万円となりました。（前年同期は29億38百

万円の収入）

　これは、法人税等の支払いが8億67百万円、売上債権の増加による支出が3億15百万円ありましたが、税金等調整

前四半期純利益による収入を41億31百万円計上したことが主な要因です。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動による支出は、10億33百万円となりました。（前年同期は17億95百

万円の支出）

これは、定期預金の払戻による収入が14億49百万円ありましたが、定期預金の預入による支出が13億73百万円、

有形固定資産の取得による支出が11億円あったことが主な要因です。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動による支出は、9億91百万円となりました。（前年同期は2億90百万

円の支出）

　これは、配当金の支払いが8億24百万円、長期借入金の返済による支出が1億9百万円あったことが主な要因です。

　

 
(4) 事業及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

 
(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は6億71百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 356,400,000

計 356,400,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 94,749,300 94,749,300
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株であり
ます。

計 94,749,300 94,749,300 ― ―
 　
 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

 
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

 
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年９月30日 ― 94,749,300 ― 1,610,542 ― 4,207,937
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(6) 【大株主の状況】

平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住　　　　　所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ＫＯＤＥＮホールディ
ングス

東京都大田区多摩川２丁目１３－２４ 34,490,700 36.40

ナブテスコ株式会社 東京都千代田区平河町２丁目７－９ 18,320,400 19.33

トヨタ自動車株式会社
 
（常任代理人　資産管理サービ
ス信託銀行株式会社）

愛知県豊田市トヨタ町１番地
 
（東京都中央区晴海１丁目８－１２）

4,379,400 4.62

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 3,983,400 4.20

伊藤 典光 東京都港区 2,841,600 2.99

太田 美保 東京都港区 2,839,800 2.99

伊藤 光昌 東京都港区 2,267,800 2.39

ビービーエイチ　マシユーズ　
ジャパン　ファンド
 
（常任代理人　株式会社三菱東
京UFJ銀行　決済事業部）

4 EMBARCADERO CTR STE 550 SAN FRANCISCO
CALIFORNIA ZIP CODE:　94111
 
（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

2,266,000 2.39

ジエーピーモルガンチエース　
オツペンハイマー　ジヤスデツ
ク　レンデイング　アカウント
（常任代理人　株式会社三菱東
京UFJ銀行　決済事業部）

6803 S. TUCSON WAY CENTENNIAL, CO 80112,
U.S.A.
 
（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

921,700 0.97

 

伊藤 良昌
 

 

東京都世田谷区 810,000 0.85

計 ― 73,120,800 77.17
 

（注）当社は自己株式3,152,193株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合3.32%)を保有しておりますが、上記の

大株主から除いております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　　平成28年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

3,152,100
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける基準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

91,591,800
915,918 同上

単元未満株式
普通株式

5,400
― ―

発行済株式総数 94,749,300 ― ―

総株主の議決権 ― 915,918 ―
 

（注）証券保管振替機構名義の株式はありません。

 

② 【自己株式等】

　 平成28年９月30日現在

 所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ハーモニック・ド
ライブ・システムズ

東京都品川区南大井六丁目
25番３号

3,152,100 ― 3,152,100 3.32

計 ― 3,152,100 ― 3,152,100 3.32
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２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、従来、当社が監査証明を受けているＰｗＣあらた監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成28年７月

１日をもってＰｗＣあらた有限責任監査法人となりました。
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１ 【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28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 12,876,388 13,666,511

  受取手形及び売掛金 8,397,678 8,563,664

  有価証券 30,688 -

  商品及び製品 219,052 186,668

  仕掛品 783,955 867,120

  原材料及び貯蔵品 904,611 884,493

  その他 710,315 637,144

  流動資産合計 23,922,690 24,805,602

 固定資産   

  有形固定資産 9,807,326 10,532,682

  無形固定資産 181,969 158,092

  投資その他の資産   

   投資有価証券 457,424 433,351

   関係会社株式 13,166,373 13,960,860

   退職給付に係る資産 1,012,664 1,025,885

   その他 207,051 190,923

   貸倒引当金 △5,600 △5,600

   投資その他の資産合計 14,837,914 15,605,420

  固定資産合計 24,827,209 26,296,195

 資産合計 48,749,900 51,101,798

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,308,174 2,314,418

  短期借入金 40,000 10,000

  1年内返済予定の長期借入金 211,519 196,234

  未払法人税等 756,273 1,067,283

  賞与引当金 808,405 643,580

  役員賞与引当金 178,152 97,264

  製品補償損失引当金 110,859 80,069

  その他 1,531,509 1,955,405

  流動負債合計 5,944,892 6,364,256

 固定負債   

  長期借入金 640,718 546,130

  リース債務 160,338 139,605

  繰延税金負債 2,540,924 2,831,336

  役員退職慰労引当金 384,550 339,640

  その他の引当金 72,535 63,096

  退職給付に係る負債 63,351 68,668

  その他 51,498 92,358

  固定負債合計 3,913,916 4,080,835

 負債合計 9,858,808 10,445,092
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 (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,610,542 1,610,542

  資本剰余金 5,203,709 5,203,709

  利益剰余金 27,892,368 29,820,912

  自己株式 △2,305,055 △2,305,055

  株主資本合計 32,401,565 34,330,109

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 4,146,969 4,866,073

  為替換算調整勘定 508,205 △250,516

  退職給付に係る調整累計額 65,289 42,149

  その他の包括利益累計額合計 4,720,465 4,657,706

 非支配株主持分 1,769,060 1,668,890

 純資産合計 38,891,091 40,656,706

負債純資産合計 48,749,900 51,101,798
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第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)

売上高 13,919,391 14,550,957

売上原価 7,125,868 7,654,389

売上総利益 6,793,523 6,896,567

販売費及び一般管理費 ※1  2,788,087 ※1  2,917,761

営業利益 4,005,435 3,978,806

営業外収益   

 受取利息 4,485 4,397

 受取配当金 79,374 79,127

 持分法による投資利益 - 219,519

 貸倒引当金戻入額 30,000 -

 その他 10,336 16,130

 営業外収益合計 124,195 319,175

営業外費用   

 支払利息 4,712 3,702

 持分法による投資損失 45,531 -

 為替差損 20,426 107,876

 その他 24,613 22,469

 営業外費用合計 95,283 134,048

経常利益 4,034,348 4,163,932

特別利益   

 固定資産売却益 360 9

 投資有価証券売却益 1,499 -

 特別利益合計 1,860 9

特別損失   

 固定資産除却損 1,923 3,081

 役員退職特別加算金 - 29,280

 特別損失合計 1,923 32,361

税金等調整前四半期純利益 4,034,284 4,131,581

法人税、住民税及び事業税 1,059,503 1,179,668

法人税等調整額 269,139 92,416

法人税等合計 1,328,642 1,272,084

四半期純利益 2,705,642 2,859,497

非支配株主に帰属する四半期純利益 111,435 106,581

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,594,206 2,752,915
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第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)

四半期純利益 2,705,642 2,859,497

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △3,023,268 719,103

 為替換算調整勘定 100,631 △776,961

 退職給付に係る調整額 △54,678 △28,836

 持分法適用会社に対する持分相当額 △205,868 △252,833

 その他の包括利益合計 △3,183,183 △339,527

四半期包括利益 △477,541 2,519,969

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △626,345 2,690,156

 非支配株主に係る四半期包括利益 148,804 △170,186
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

          
 (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第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)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 4,034,284 4,131,581

 減価償却費 698,859 817,826

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △36,407 △6,182

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,240 △44,910

 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,657 △9,438

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △71,146 △80,888

 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △7,835 △30,789

 受取利息 △4,485 △4,397

 受取配当金 △79,374 △79,127

 支払利息 4,712 3,702

 持分法による投資損益（△は益） 45,531 △219,519

 投資有価証券売却損益（△は益） △1,499 -

 固定資産売却損益（△は益） △360 △9

 固定資産除却損 1,923 3,081

 売上債権の増減額（△は増加） 369,941 △315,407

 たな卸資産の増減額（△は増加） 106,452 △130,516

 仕入債務の増減額（△は減少） △259,814 132,881

 その他 △649,545 △337,886

 小計 4,175,135 3,829,998

 利息及び配当金の受取額 84,079 83,544

 持分法適用会社からの配当金の受取額 448,029 274,038

 利息の支払額 △4,770 △2,829

 法人税等の支払額 △1,791,451 △867,698

 法人税等の還付額 27,633 65,868

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,938,655 3,382,922

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △1,755,137 △1,100,736

 有形固定資産の売却による収入 1,927 10

 無形固定資産の取得による支出 △20,054 △7,231

 投資有価証券の売却による収入 1,500 -

 定期預金の預入による支出 △1,379,842 △1,373,904

 定期預金の払戻による収入 1,350,000 1,449,766

 敷金及び保証金の差入による支出 △24,021 △4,038

 敷金及び保証金の回収による収入 7,160 2,679

 短期貸付金の回収による収入 172 -

 その他 23,101 160

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,795,193 △1,033,293
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 (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第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)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 660,000 35,000

 短期借入金の返済による支出 △730,000 △65,000

 長期借入れによる収入 440,000 -

 長期借入金の返済による支出 △92,631 △109,873

 リース債務の返済による支出 △33,811 △27,843

 配当金の支払額 △641,179 △824,010

 非支配株主からの払込みによる収入 106,757 -

 財務活動によるキャッシュ・フロー △290,864 △991,726

現金及び現金同等物に係る換算差額 62,959 △400,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 915,556 957,421

現金及び現金同等物の期首残高 9,730,247 10,439,174

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  10,645,803 ※1  11,396,595
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

 
(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第２四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。

 
 

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日)を第１四半

期連結会計期間から適用しております。

 

 
(四半期連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目と金額は次の通りであります。

   (単位：千円)

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

 
当第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)

給与手当 677,774  703,673

賞与引当金繰入額 212,403  253,761

役員賞与引当金繰入額 115,654  104,812

退職給付費用 △950  7,370

役員退職慰労引当金繰入額 18,240  19,570

執行役員退職慰労引当金
繰入額

9,557  9,581

研究開発費 679,589  650,074
 

　

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

   (単位：千円)

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

 
当第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)

現金及び預金 13,077,016  13,666,511

短期有価証券
（３ヶ月以内満期）

30,683  ―

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △2,461,896  △2,269,915

現金及び現金同等物 10,645,803  11,396,595
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月19日
定時株主総会

普通株式 641,179 7 平成27年３月31日 平成27年６月22日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年11月11日
取締役会

普通株式 824,373 9 平成27年９月30日 平成27年12月７日 利益剰余金
 

 

 

当第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)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月17日
定時株主総会

普通株式 824,373 9 平成28年３月31日 平成28年６月20日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年11月4日
取締役会

普通株式 915,971 10 平成28年９月30日 平成28年12月５日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９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

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額日本 北米 欧州 計

売上高       

  外部顧客への売上高 11,514,065 2,405,325 ― 13,919,391 ― 13,919,391

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

901,962 ― ― 901,962 △901,962 ―

計 12,416,028 2,405,325 ― 14,821,354 △901,962 13,919,391

セグメント利益 4,640,496 436,953 △48,359 5,029,091 △994,742 4,034,348
 

(注) １. セグメント利益又は損失の調整額△994,742千円には、セグメント間取引消去△459,279千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△535,463千円が含まれております。全社費用は、基礎的試験研究費、当社

の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

２.「日本」には、日本国内向けのほか、欧州向け（欧州セグメントを構成する持分法適用関連会社向け）、ア

ジア地域向け等に係る売上高及び費用が含まれております。

３.「欧州」は、持分法適用関連会社で構成されているため、当該セグメント利益は、持分法投資利益を記載し

ております。

４. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　

 
Ⅱ 当第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)

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

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額日本 北米 欧州 計

売上高       

  外部顧客への売上高 12,249,804 2,301,152 ― 14,550,957 ― 14,550,957

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

539,367 643 ― 540,010 △540,010 ―

計 12,789,171 2,301,795 ― 15,090,967 △540,010 14,550,957

セグメント利益 4,329,896 362,996 214,388 4,907,281 △743,348 4,163,932
 

(注) １. セグメント利益の調整額△743,348千円には、セグメント間取引消去△200,687千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△542,661千円が含まれております。全社費用は、基礎的試験研究費、当社の総務・

経理部門等の管理部門に係る費用であります。

２.「日本」には、日本国内向けのほか、欧州向け（欧州セグメントを構成する持分法適用関連会社向け）、ア

ジア地域向け等に係る売上高及び費用が含まれております。

３.「欧州」は、持分法適用関連会社で構成されているため、当該セグメント利益は、持分法投資利益を記載し

ております。

４. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第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)

１株当たり四半期純利益金額 28円32銭 30円05銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 2,594,206 2,752,915

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

2,594,206 2,752,915

    普通株式の期中平均株式数(株) 91,597,107 91,597,107
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

第29期(平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)中間配当について、平成28年11月4日開催の取締役会におい

て、平成28年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                               915,971千円

② １株当たりの金額                                  10円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成28年12月５日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成28年11月10日

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ

取締役会 御中

　

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   大　　野　　　　功

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ハーモ

ニック・ドライブ・システムズの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間（平成28年７月１日から平成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利

益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ及び連結子会社の

平成28年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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