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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32期

第１四半期
累計期間

第33期
第１四半期
累計期間

第32期

会計期間
自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日

自 平成29年１月１日
至 平成29年３月31日

自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日

売上高 (千円) 1,940,426 1,571,649 6,807,982

経常利益 (千円) 331,931 179,740 791,933

四半期（当期）純利益 (千円) 209,854 120,503 489,739

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 700,328 700,328 700,328

発行済株式総数 (株) 2,978,200 2,978,200 2,978,200

純資産額 (千円) 3,612,480 3,895,339 3,892,366

総資産額 (千円) 5,089,324 5,297,661 5,138,197

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

(円) 71.42 41.01 166.68

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － 40.00

自己資本比率 (％) 71.0 73.5 75.8
 

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため、記載しておりません。

３　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。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

 また、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１四半期累計期間において、本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】

該当事項はありません。

 

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】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1)業績の状況

当第１四半期累計期間の工作機械業界は、日本工作機械工業会が発表した工作機械受注実績（平成29年１月１日

から平成29年３月31日まで）が前年同期比で12.3％増加し、外需、内需ともに緩やかな回復基調が見えてまいりま

した。

こうした状況の中、当社の受注状況も国内を中心に順調に回復してきており、受注額は前年同期を上回る水準で

推移しております。特に、産業機械関連企業や自動車関連企業からの設備投資需要が好調となっており、大口受注

や複数台受注を多数獲得いたしました。また海外においても、現地技術営業スタッフを配置した米州や欧州からの

新規需要獲得に成功いたしました。

営業施策としては、グループ企業主催の海外の展示会に出展し、海外における当社製品の技術力をアピールする

とともにユーザー層の拡大を積極的に行ってまいりました。

製品面では、６月に開催予定の当社プライベートショーでの発表に向け、自動車関連の小型量産部品加工向けの

超小型立形研削盤「USG-3」及びエンジンカムや油圧関係のポンプ加工向けの立形高速カム研削盤「USG-2CL」の開

発に注力いたしました。

当第1四半期累計期間の受注高は1,885,613千円（前年同期比33.7％増）となりました。うち当社主力機種である

立形研削盤は1,571,520千円（前年同期比133.2％増）、横形研削盤は219,603千円（前年同期比67.7％減）、その他

専用研削盤は94,489千円（前年同期比67.4％増）となりました。

生産高は1,495,165千円（前年同期比12.4％減）となりました。うち立形研削盤は1,057,290千円（前年同期比

15.4％減）、横形研削盤は403,375千円（前年同期比2.3％減）、その他専用研削盤は34,500千円（前年同期比

20.3％減）となりました。

売上高につきましては、1,571,649千円（前年同期比19.0％減）となりました。品目別に示すと、立形研削盤は

1,140,988千円（前年同期比18.2％減）、横形研削盤は378,155千円（前年同期比21.4％減）、その他専用研削盤は

52,505千円（前年同期比17.8％減）となりました。

損益につきましては、営業利益182,497千円（前年同期比45.2％減）、経常利益179,740千円（前年同期比45.9％

減）、四半期純利益120,503千円（前年同期比42.6％減）となりました。
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(2) 財政状態の分析

（流動資産）

当第１四半期会計期間末の流動資産は前事業年度末に比べて139,763千円増加し、4,070,256千円となりました。

これは主に現金及び預金が59,307千円、製品が35,932千円、仕掛品が178,070千円、原材料及び貯蔵品が31,995千

円、関係会社短期貸付金が50,000千円増加したこと、売掛金が203,811千円、繰延税金資産が6,287千円減少したこ

とによるものです。

（固定資産）　

当第１四半期会計期間末の固定資産は前事業年度末に比べて19,701千円増加し、1,227,405千円となりました。こ

れは主に有形固定資産が12,702千円増加したことによるものです。　

（流動負債）　

当第１四半期会計期間末の流動負債は前事業年度末に比べて173,252千円増加し、842,141千円となりました。こ

れは主に買掛金が167,427千円、役員賞与引当金が13,158千円、流動負債（その他）に含まれる未払費用が62,685千

円、流動負債（その他）に含まれる未払消費税が11,721千円増加したこと、未払法人税等が83,297千円減少したこ

とによるものです。

（固定負債）

当第１四半期会計期間末の固定負債は前事業年度末に比べて16,761千円減少し、560,180千円となりました。これ

は主にリース債務が15,634千円減少したことによるものです。

（純資産）

当第１四半期会計期間末の純資産は前事業年度末に比べて2,973千円増加し、3,895,339千円となりました。これ

は主に利益剰余金が2,973千円増加したことによるものです。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第１四半期累計期間において、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。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は31,933千円であります。
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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 9,000,000

計 9,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年５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 2,978,200 2,978,200
東京証券取引所

JASDAQ
（スタンダード）

（注）１、２

計 2,978,200 2,978,200 ― ―
 

（注）１　普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社として標準となる株式であります。

２　単元株式数は100株であります。

 

(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。
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(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29年３月31日 ─ 2,978,200 ─ 700,328 ─ 387,828
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成28年12月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成28年12月31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　　 39,900
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　2,937,900 29,379 －

単元未満株式 普通株式　　　　400 － －

発行済株式総数 2,978,200 － －

総株主の議決権 － 29,379 －
 

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式56株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年12月31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）
株式会社太陽工機

新潟県長岡市西陵町
221番35

39,900 － 39,900 1.34

計 － 39,900 － 39,900 1.34
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

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１四半期会計期間(平成29年１月１日から平成29年

３月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年１月１日から平成29年３月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、新日本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。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社を有しておりませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年12月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 436,318 495,625

  売掛金 1,748,225 1,544,413

  製品 - 35,932

  仕掛品 1,026,351 1,204,422

  原材料及び貯蔵品 169,945 201,941

  関係会社短期貸付金 450,000 500,000

  繰延税金資産 59,156 52,869

  その他 41,495 36,050

  貸倒引当金 △1,000 △1,000

  流動資産合計 3,930,493 4,070,256

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 597,888 588,942

   土地 297,080 297,080

   その他（純額） 199,627 221,275

   有形固定資産合計 1,094,596 1,107,298

  無形固定資産 32,863 31,211

  投資その他の資産   

   繰延税金資産 2,646 2,305

   その他 77,597 86,589

   投資その他の資産合計 80,243 88,894

  固定資産合計 1,207,704 1,227,405

 資産合計 5,138,197 5,297,661

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 214,582 382,010

  未払法人税等 142,470 59,173

  製品保証引当金 38,699 38,859

  役員賞与引当金 - 13,158

  その他 273,136 348,940

  流動負債合計 668,888 842,141

 固定負債   

  リース債務 547,755 532,120

  その他 29,186 28,059

  固定負債合計 576,942 560,180

 負債合計 1,245,831 1,402,321

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 700,328 700,328

  資本剰余金 472,960 472,960

  利益剰余金 2,752,845 2,755,819

  自己株式 △33,768 △33,768

  株主資本合計 3,892,366 3,895,339

 純資産合計 3,892,366 3,895,339

負債純資産合計 5,138,197 5,297,661
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 1,940,426 1,571,649

売上原価 1,319,543 1,110,534

売上総利益 620,882 461,115

販売費及び一般管理費 287,781 278,618

営業利益 333,101 182,497

営業外収益   

 受取利息 56 151

 助成金収入 4,256 3,756

 受取手数料 432 436

 その他 917 285

 営業外収益合計 5,663 4,629

営業外費用   

 支払利息 5,429 4,944

 売上割引 67 -

 支払手数料 292 312

 為替差損 - 1,508

 その他 1,043 620

 営業外費用合計 6,833 7,386

経常利益 331,931 179,740

税引前四半期純利益 331,931 179,740

法人税、住民税及び事業税 84,741 52,608

法人税等調整額 37,335 6,627

法人税等合計 122,077 59,236

四半期純利益 209,854 120,503
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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。

 
(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）を当第１四

半期会計期間から適用しております。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期累計期間

(自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
至 平成29年３月31日)

減価償却費 29,023千円 26,517千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年３月31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３月29日
　定時株主総会

普通株式 58,765 20.00 平成27年12月31日 平成28年３月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31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29年３月28日
　定時株主総会

普通株式 117,529 40.00 平成28年12月31日 平成29年３月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、研削盤の製造及び販売を事業内容とする単一セグメントであり、開示対象となるセグメントはありませ

んので、記載を省略しております。

 

(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１四半期累計期間

(自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
至 平成29年３月31日)

   １株当たり四半期純利益金額 71.42円 41.01円

    (算定上の基礎)   

  四半期純利益金額 209,854 120,503

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 209,854 120,503

    普通株式の期中平均株式数(株) 2,938,246 2,938,244
 

（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。

 

２ 【その他】

　該当事項はありません。

 

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29年５月10日

株式会社太陽工機

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   　平岡　義則　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　　仲　　昌彦　㊞

 

 

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太陽工

機の平成29年１月１日から平成29年12月31日までの第33期事業年度の第１四半期会計期間（平成29年１月１日から平成

29年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年１月１日から平成29年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社太陽工機の平成29年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績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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