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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年3月期第2四半期 6,286 3.5 493 △28.0 536 △23.4 283 △37.2

22年3月期第2四半期 6,072 △42.7 684 △46.6 701 △47.0 450 △44.4

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

23年3月期第2四半期 18.81 ―

22年3月期第2四半期 29.94 ―

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

23年3月期第2四半期 22,256 15,925 71.6 1,058.39
22年3月期 21,349 15,815 74.1 1,050.88

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  15,925百万円 22年3月期  15,815百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00

23年3月期 ― 5.00

23年3月期 
（予想）

― 7.00 12.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 16,000 14.4 1,290 65.6 1,350 65.2 810 42.9 53.82



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、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ます。実際の
業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
 なお、上記業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の２ページから３ページの「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情
報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 15,394,379株 22年3月期  15,394,379株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  347,192株 22年3月期  344,754株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 15,048,860株 22年3月期2Q 15,052,134株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国・アジア等を中心とした海外経済の改善に伴う輸出及び

生産に牽引され、緩やかな回復基調にあったものの、後半は欧米経済の懸念に一層の円高や株安も加わり、本格的

な景気回復は厳しく先行き不透明なまま推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループは、前期に引き続き環境エネルギー分野及び電気電子部材関連に注力し、

高精度薄膜塗工機の拡販に努め、利益面におきましても徹底した経費削減によるコストダウン効果により当初予想

よりは改善し堅調に推移いたしました。 

 また、受注状況につきましては、リチウムイオン電池向け電極塗工装置や海外顧客を中心とした光学機能性フィ

ルムの製造装置等に関する受注も回復傾向にあり、堅調に推移いたしました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となり、利益面では経常利

益 百万円（前年同期比 ％減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

 受注残高につきましては、厳しい受注環境のもと、 百万円（前期末比 ％増）、うち国内は 百万

円（前期末比 ％増）、輸出は 百万円（前期末比 ％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（塗工機関連機器） 

 当セグメントは、液晶表示用機能性フィルム製造装置関連が活況な受注環境も背景に堅調に推移いたしました。

 その結果、売上高は 百万円、うち国内売上高 百万円、輸出売上高 百万円となりました。また、

セグメント利益は 百万円となりました。 

 受注残高につきましては、 百万円、うち国内は 百万円、輸出は 百万円となりました。 

  

（化工機関連機器） 

 当セグメントは、主力の電気・電子部品向け成膜装置を中心に推移いたしました。 

 その結果、売上高は、 百万円、うち国内売上高 百万円、輸出売上高は 百万円となりました。ま

た、セグメント利益は 百万円となりました。 

 受注残高につきましては、 百万円、うち国内は 百万円、輸出は 百万円となりました。 

  

（その他） 

 当セグメントは、染色整理機械装置、各種機器の部品の製造及び修理・改造等を行っております。 

 売上高は 百万円となり、うち国内売上高 百万円、輸出売上高は 百万円となりました。また、セグメント

利益は 百万円となりました。 

 受注残高につきましては、 百万円、うち国内は 百万円、輸出は 百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

6,286 3.5

536 23.4 283 37.2

17,830 123.6 8,863

73.6 8,967 212.6

4,118 2,268 1,849

479

7,517 2,012 5,504

1,832 1,476 355

338

10,090 6,672 3,417

336 291 45

74

221 177 44
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。その主な要因は受取手形及

び売掛金が 百万円減少しましたが、仕掛品が 百万円増加したことによります。 

 また、固定資産は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。その主な要因は、有価

証券の時価評価により投資有価証券が 百万円減少しましたが、有形固定資産が 百万円増加したことによりま

す。 

  

（負債） 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。その主な要因は支払手形及び

買掛金が 百万円、未払法人税等が 百万円、短期資金調達により短期借入金が 百万円がそれぞれ増加、また

前受金が 百万円減少したことによります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。その主な要因は、借入金の約

定により長期借入金が 百万円増加したことによります。 

  

（純資産） 

 純資産は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。その主な要因は、前連結会計

年度に係る期末配当金を 百万円支払ったこと、その他有価証券評価差額金が 百万円減少したこと、また四半期

純利益を 百万円計上したことによります。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末よりも 百万円増加し、

百万円となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは前年同期比 百万円減少し、 百万円となりました。これ

は主に売上債権が 百万円減少し、受注高の増加に伴いたな卸資産が 百万円増加したことによります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは前年同期比 百万円増加し、 百万円となりました。これ

は主に定期預金を 百万円預け入れたこと及び、 百万円の有形固定資産の取得による支出を行ったことにより

ます。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によって得られたキャッシュ・フローは 百万円（前年同期は 百万円の支出）となりました。これ

は主に、長期借入金の約定弁済を 百万円行う一方、長期運転資金確保のため長期借入金 百万円実施したこ

と、また、短期借入金 百万円が純額で増加し、配当金の支払を 百万円行ったことによります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、設備投資意欲が活況な状態にあり好調な受注環境に支えられ堅調に推移するもの

と予想されます。しかしながら、長期にわたる円高の影響により国内設備投資の減速が懸念されるなど先行き不透

明感は払拭できない状況にあります。 

 このような状況を踏まえ通期の業績予想について現時点では、平成22年10月29日に公表した数値から変更は行っ

ておりません。 

 なお、当社が販売する塗工機関連機器及び化工機関連機器等は、受注生産であり、顧客の指定納期も様々であり

ます。よって、各四半期において、売上高が同水準とならない場合があります。 

  

855 17,983

570 1,257

51 4,273

134 159

631 4,943

678 249 50

293

165 1,387

169

110 15,925

90 80

283

60 10,404

1,836 574

276 1,260

427 679

301 346

165 109

240 450

50 90
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31 

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適 

用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ 千円、税金等調整前四半期純利

益は、 千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円で

あります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報

654

12,694 22,173
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,618,864 6,630,436

受取手形及び売掛金 3,913,728 4,484,245

有価証券 2,566,710 4,195,058

仕掛品 2,564,318 1,307,080

原材料及び貯蔵品 94,579 92,742

その他 227,915 424,301

貸倒引当金 △2,571 △6,046

流動資産合計 17,983,546 17,127,819

固定資産   

有形固定資産 3,020,778 2,861,127

無形固定資産 161,621 189,534

投資その他の資産   

投資有価証券 678,649 813,527

その他 420,379 365,953

貸倒引当金 △7,993 △7,993

投資その他の資産合計 1,091,036 1,171,487

固定資産合計 4,273,437 4,222,149

資産合計 22,256,983 21,349,969
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,480,759 2,802,437

短期借入金 50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 436,836 397,696

未払法人税等 262,650 12,891

前受金 212,812 506,584

賞与引当金 175,250 173,812

製品保証引当金 14,700 19,900

その他 310,869 399,003

流動負債合計 4,943,879 4,312,324

固定負債   

長期借入金 479,532 309,620

退職給付引当金 729,748 763,188

役員退職慰労引当金 152,320 146,000

資産除去債務 22,415 －

その他 3,280 3,487

固定負債合計 1,387,297 1,222,295

負債合計 6,331,176 5,534,620

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,847,821 1,847,821

資本剰余金 1,339,722 1,339,722

利益剰余金 13,042,659 12,849,929

自己株式 △404,848 △402,783

株主資本合計 15,825,355 15,634,689

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 100,451 180,659

評価・換算差額等合計 100,451 180,659

純資産合計 15,925,807 15,815,349

負債純資産合計 22,256,983 21,349,969
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,072,197 6,286,753

売上原価 4,683,108 4,973,535

売上総利益 1,389,089 1,313,218

販売費及び一般管理費 704,458 820,182

営業利益 684,631 493,035

営業外収益   

受取利息 4,410 5,427

受取配当金 11,022 11,179

受取保険金 － 12,070

その他 14,284 22,472

営業外収益合計 29,717 51,149

営業外費用   

支払利息 9,729 5,860

その他 3,471 1,424

営業外費用合計 13,200 7,284

経常利益 701,148 536,900

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,082 6,905

特別利益合計 5,082 6,905

特別損失   

投資有価証券評価損 － 3,390

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,039

投資有価証券売却損 － 114

特別損失合計 － 15,544

税金等調整前四半期純利益 706,230 528,260

法人税、住民税及び事業税 255,198 256,008

法人税等調整額 349 △10,775

法人税等合計 255,548 245,232

少数株主損益調整前四半期純利益 － 283,028

四半期純利益 450,681 283,028
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,219,470 5,068,654

売上原価 2,487,890 3,946,959

売上総利益 731,580 1,121,694

販売費及び一般管理費 321,075 426,891

営業利益 410,505 694,802

営業外収益   

受取利息 2,263 3,525

受取配当金 143 151

還付加算金 － 3,614

その他 7,976 8,617

営業外収益合計 10,384 15,909

営業外費用   

支払利息 5,127 2,722

利息返還損 2,268 －

その他 178 237

営業外費用合計 7,574 2,959

経常利益 413,314 707,751

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,855 2,604

その他 － 30

特別利益合計 4,855 2,634

特別損失   

投資有価証券売却損 － 114

特別損失合計 － 114

税金等調整前四半期純利益 418,169 710,271

法人税、住民税及び事業税 131,596 255,044

法人税等調整額 35,430 21,856

法人税等合計 167,026 276,901

少数株主損益調整前四半期純利益 － 433,370

四半期純利益 251,143 433,370
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 706,230 528,260

減価償却費 197,443 202,975

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,035 1,438

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,025 △3,475

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,066 △33,439

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,583 6,320

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,400 △5,200

受取利息及び受取配当金 △15,433 △16,606

支払利息 9,729 5,860

固定資産売却損益（△は益） △261 △162

売上債権の増減額（△は増加） 3,836,973 276,746

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,678 △1,260,685

仕入債務の増減額（△は減少） △1,596,069 660,325

その他 △153,770 △40,061

小計 2,938,124 322,296

利息及び配当金の受取額 15,309 17,856

利息の支払額 △9,729 △5,860

法人税等の支払額 △532,986 △5,840

法人税等の還付額 － 245,864

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,410,717 574,315

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,000 △301,000

定期預金の払戻による収入 1,000 1,000

有形固定資産の取得による支出 △214,323 △346,599

有形固定資産の売却による収入 589 250

無形固定資産の取得による支出 △8,760 △10,855

投資有価証券の取得による支出 △8,776 △1,741

投資有価証券の売却による収入 － 485

その他 △20,962 △21,396

投資活動によるキャッシュ・フロー △252,232 △679,857

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 30,000 50,000

長期借入れによる収入 250,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △235,668 △240,948

自己株式の取得による支出 △2,968 △2,065

配当金の支払額 △150,288 △90,629

その他 △398 △735

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,324 165,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,049,160 60,080

現金及び現金同等物の期首残高 8,533,727 10,344,494

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,582,887 10,404,575
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1）塗工機関連機器 

各種コーティング、ラミネーティング装置並びにこれらに付随する乾燥熱処理装置及びライン制御装置 

(2）化工機関連機器 

各種成膜装置、不織布・高機能繊維製造装置、フラットパネル塗布乾燥装置、真空蒸着装置並びにこれら

に付随する乾燥・熱処理装置及びライン制御装置 

(3）その他 

染色整理機械装置、各種機器の部品の製造及び修理・改造等 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

（国又は地域の区分の変更） 

従来、北米は「その他の地域」に含めておりましたが、当第２四半期連結累計期間において、当該地域の売

上高が連結売上高の10％を超えたため、「北米」として区分掲記しております。なお、前第２四半期連結累

計期間における北米の海外売上高は 千円であります。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）東アジア……台湾・韓国・中国 

(2）北米……アメリカ 

(3）その他の地域……マレーシア 

３ 海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の輸出高の合計額であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
塗工機関連
機器 
（千円） 

化工機関連
機器 
（千円） 

その他
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売

上高 
 3,687,596  2,092,341  292,260  6,072,197  －  6,072,197

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  － (－)  －

計  3,687,596  2,092,341  292,260  6,072,197 (－)  6,092,197

営業利益  567,902  87,081  29,648  684,631 (－)  684,631

  東アジア 北米 その他地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,444,704  1,062,938  34,492  2,542,134

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,072,197

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％）
 23.8  17.5  0.6  41.9

10,264

㈱ヒラノテクシード（6245）　平成23年３月期第２四半期決算短信

－10－



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、製品・サービス別に国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は、製品・サービス別セグメントから構成されており、「塗工機関連機器」、「化工機関連機

器」及び「その他」の３つを報告セグメントとしております。  

 「塗工機関連機器」は各種コーティング、ラミネーティング装置並びにこれらに付随する乾燥熱処理装置及び

ライン制御装置の製造販売をしております。「化工機関連機器」は各種成膜装置、不織布・高機能繊維製造装

置、フラットパネル塗布乾燥装置、並びにこれらに付随する乾燥・熱処理装置及びライン制御装置の製造販売を

しております。「その他」は染色整理機械装置、各種機器の部品の製造及び修理・改造等を行っております。 

   

２．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 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

    （単位：千円）   

   

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

（単位：千円）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  
報告セグメント   

合計  
塗工機関連機器 化工機関連機器 その他 

売上高 

外部顧客への売上高 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 

 

 

4,118,119

－

 

 

1,832,198

－

 

 

336,436

－

 

 

6,286,753

－

計  4,118,119  1,832,198  336,436  6,286,753

セグメント利益   479,170  338,855  74,128  892,153

利益  金額 

報告セグメント計 

全社費用（注）  

 

 

892,153

△399,118

四半期連結損益計算書の営業利益  493,035

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績  

 当第２四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１ 金額は生産原価で、上記の内には外注生産によるものを含んでおります。 

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 

 当第２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（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。 

  

③ 販売実績 

 当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（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。 

  

４．補足情報

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同四半期比（％）

塗工機関連機器  3,408,826  －

化工機関連機器  1,345,804  －

その他  218,905  －

合計  4,973,535  －

セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

塗工機関連機器  7,369,607  7,517,939

化工機関連機器  8,354,907  10,090,825

その他  420,133  221,697

合計  16,144,647  17,830,461

セグメントの名称 販売高（千円） 

塗工機関連機器  4,118,119

化工機関連機器  1,832,198

その他  336,436

合計  6,286,753
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