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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,401 △4.6 84 3.7 92 △1.3 △8 ―

22年3月期第2四半期 3,565 △45.7 81 △90.2 93 △89.0 23 △95.9

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 △0.80 ―

22年3月期第2四半期 2.22 ―

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 13,025 8,025 61.6 757.15
22年3月期 13,096 8,137 62.1 767.71

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,025百万円 22年3月期  8,137百万円

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 ― 2.50 ― 5.00 7.50

23年3月期 ― 2.50

23年3月期 
（予想）

― 2.50 5.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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 8,500 2.1 320 △35.3 340 △33.4 240 △13.8 22.64



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］３ページ「２.その他の情報」をご覧ください。）

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 10,821,720株 22年3月期  10,821,720株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  222,825株 22年3月期  221,846株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 10,599,385株 22年3月期2Q 10,599,948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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）平成22年５月12日に公表いたしました業績予想の見直しは行っておりません。 
（２）上記の予測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。業績予想の前提となる仮定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、３ページ「１.当四半期の業績等に関
する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

①経済情勢および業界の状況 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、景気回復が進む新興国向け輸出や政府による景

気刺激策の効果で緩やかな景気の回復基調にはなりましたが、欧州諸国の財政悪化や円高ならび

にデフレの進行などにより、内需の回復力の力強さは乏しく、景気の先行き懸念が強まりつつあ

る状況です。 

 この様な環境下で、国内企業の設備投資は今なお低調が続いており、当社は経済成長が著しい

新興国向けに積極的な営業展開を実施いたしました。その結果、輸出の割合は売上高の34.2%(前

年同期比19.1ポイント増)、受注高の52.3%(前年同期比51.8ポイント増)と大きく増加しました。 

  

②売上および損益の状況 

 売上高は、3,401百万円(前年同期比4.6%減)となりました。これは前期の受注が低調のまま推移

し、前期末受注残高が1,938百万円と少なかったことによるものです。売上総利益は、395百万円

(前年同期比10.6%増)、売上総利益率は、11.6%（前年同期比1.6ポイント増）となりやや改善され

ました。販売費及び一般管理費は、310百万円(前年同期比12.6%増)となり、主に人件費の増加に

よるものです。営業利益は、84百万円（前年同期比3.7%増）となりました。これは、原価低減の

徹底が奏功したものです。経常利益は、92百万円（前年同期比1.3%減）とほぼ横ばいとなりまし

た。特別損失に投資有価証券評価損として62百万円および資産除去債務会計基準の適用に伴う影

響額として22百万円を計上した結果、四半期純損失が8百万円(前年同期は四半期純利益23百万円)

となりました。 

 最終製品別売上高構成比率は、薄型表示部品関連機器が31.0%(前年同期比23.1ポイント増)、エ

ネルギー関連機器は39.5%(前年同期比33.1ポイント増)となり、機能性紙・フイルム関連塗工機器

は、9.6%(前年同期比70.6ポイント減)となりました。売上高に占める輸出の割合が大きくなり、

最終製品別売上高構成比率も徐々に変化の兆しが見えてきました。  

  

③受注の状況 

 受注高は、8,912百万円(前年同期比180.4％増)、その内輸出受注高は4,660百万円(前年同期は

17百万円)と大幅に改善しました。また、受注残高は7,449百万円(前年同期比99.0％増)、その内

輸出受注残高は4,044百万円(前年同期は8百万円)となりました。これは主に新興国向けの受注に

伸びが見られたためです。また、顧客との共同テストの回数も前期に比べて6.0%増加していま

す。個々の受注金額については、中国市場を最終需要先とした国内企業をはじめ、台湾、韓国な

らびに中国の企業でも大変厳しく、また大幅な円高は今後の受注や収益にも大きく影響するもの

と考えられます。 

 受注した品目別の内容としては、薄型表示部品用の光学フイルム塗工装置、二次電池用の電極

塗工装置ならびにタッチパネル用ハードコートフイルム等の塗工装置が大半を占めています。政

府によるエコ減税は徐々に縮小されていますが、CO2削減という国際公約により、今後も環境関連

やエネルギー関連の受注が次第に増加してくるものと考えています。 

   

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産・負債及び純資産の状況 

 資産は、13,025百万円(前期末比0.5％減)となり、負債は、5,000百万円（前期末比0.8％増）と

なりました。純資産は、8,025百万円(前期末比1.4％減)となり、自己資本比率は、61.6％(前期末

比0.5ポイント減)となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前第２四半期

累計期間に比べ547百万円減少し、4,036百万円（前年同期は4,583百万円）となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、802百万円（前年同期は得られた資金1,892百万円）となりまし 

た。これは主に売上債権の回収によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、7百万円（前年同期は使用した資金147百万円）となりました。

これは主に有形固定資産の取得によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、144百万円（前年同期は使用した資金39百万円）となりました。

これは主に長期借入金の返済によるものです。 

   
（３）業績予想に関する定性的情報 

 国内景気の低迷や急激な円高など設備機械業界には厳しい逆風となっていますが、経済成長が

望める新興国を中心とした海外展開を計っていきます。今後の保有株式の大幅な時価変動や製造

工程における進捗度合により期末予想数値が影響を受ける可能性があります。  

 業績予想については、平成22年５月12日発表の平成22年３月期決算短信における平成23年３月

期業績予想値と同一で、現在のところ変更はありません。 

   

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算 

 定する方法によっております。 

②たな卸資産については、当第２四半期会計期間末のたな卸高の算出に関し実地たな卸を省略  

 し、前事業年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっており 

 ます。 

③税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効 

 果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて 

 計算しています。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   
（２）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、営業利益及び経常利益には影響がなく、税引前四半期純利益が、22百万円減少し

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22百万円でありま

す。 

    

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,136,186 3,486,520

受取手形及び売掛金 3,879,323 4,491,915

仕掛品 110,906 43,689

原材料及び貯蔵品 34,829 31,696

その他 135,994 106,233

流動資産合計 8,297,240 8,160,055

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,009,394 1,034,098

機械及び装置（純額） 407,720 445,683

土地 1,836,867 1,836,867

その他（純額） 151,471 163,374

有形固定資産合計 3,405,454 3,480,023

無形固定資産 45,990 54,502

投資その他の資産   

投資有価証券 737,208 885,080

その他 546,252 523,676

貸倒引当金 △6,900 △6,900

投資その他の資産合計 1,276,561 1,401,857

固定資産合計 4,728,006 4,936,383

資産合計 13,025,247 13,096,438

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,236,039 2,448,152

短期借入金 601,740 627,764

未払法人税等 9,082 128,592

前受金 618,684 21,787

引当金 78,910 79,430

その他 70,362 216,140

流動負債合計 3,614,819 3,521,866

固定負債   

長期借入金 192,027 257,497

退職給付引当金 526,748 521,665

資産除去債務 8,898 －

その他 657,750 657,750

固定負債合計 1,385,423 1,436,912

負債合計 5,000,243 4,958,779



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,003,125 1,003,125

資本剰余金 515,858 515,858

利益剰余金 5,666,296 5,727,736

自己株式 △107,783 △107,470

株主資本合計 7,077,496 7,139,249

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,904 53,807

土地再評価差額金 944,602 944,602

評価・換算差額等合計 947,506 998,410

純資産合計 8,025,003 8,137,659

負債純資産合計 13,025,247 13,096,438



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 3,565,667 3,401,763

売上原価 3,207,793 3,005,997

売上総利益 357,874 395,765

販売費及び一般管理費 275,991 310,858

営業利益 81,882 84,907

営業外収益   

受取利息 3,054 1,556

受取配当金 11,037 10,606

その他 15,486 3,159

営業外収益合計 29,578 15,322

営業外費用   

支払利息 9,402 5,026

その他 8,655 2,971

営業外費用合計 18,057 7,997

経常利益 93,404 92,233

特別利益   

投資有価証券売却益 1,042 －

特別利益合計 1,042 －

特別損失   

固定資産除却損 120 －

投資有価証券評価損 － 62,899

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,998

特別損失合計 120 85,897

税引前四半期純利益 94,325 6,336

法人税等 70,792 14,776

四半期純利益又は四半期純損失（△） 23,533 △8,440



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 94,325 6,336

減価償却費 81,790 83,358

受取利息及び受取配当金 △14,091 △12,163

支払利息 9,402 5,026

投資有価証券売却損益（△は益） △1,042 －

固定資産除却損 120 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 62,899

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,998

売上債権の増減額（△は増加） 4,877,665 612,591

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,164,913 △70,350

仕入債務の増減額（△は減少） △3,386,848 △216,428

前受金の増減額（△は減少） △387,425 596,897

その他 △89,585 △155,980

小計 2,349,223 935,184

利息及び配当金の受取額 14,091 12,163

利息の支払額 △9,402 △5,026

法人税等の支払額 △461,183 △139,373

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,892,729 802,948

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 △162,032 △6,627

投資有価証券の取得による支出 － △723

投資有価証券の売却による収入 2,700 －

その他 11,628 △578

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,704 △7,929

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 300,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △255,737 △191,494

自己株式の取得による支出 △41 △313

配当金の支払額 △84,019 △52,647

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,798 △144,455

現金及び現金同等物に係る換算差額 △506 △897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,704,721 649,666

現金及び現金同等物の期首残高 2,878,896 3,386,520

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,583,617 4,036,186



  該当事項はありません。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

  

品目別売上高、受注高、受注残高 

（単位：千円、％）

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

品目 

前第２四半期 当第２四半期 （参考） 

自平成21年4月１日 自平成22年4月１日 自平成21年4月１日 

至平成21年9月30日 至平成22年9月30日 至平成22年3月31日 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

売 

上 

高 

塗工機械  3,372,554  94.6  3,174,582  93.3  7,996,027  96.1

化工機械  119,780  3.4  131,850  3.9  168,750  2.0

その他  73,332  2.0  95,330  2.8  157,424  1.9

計  3,565,667  100.0  3,401,763  100.0  8,322,202  100.0

内輸出高  538,032  15.1  1,163,271  34.2  1,079,542  13.0

受 

注 

高 

塗工機械  3,073,212  96.7  6,149,428  69.0  5,808,729  94.8

化工機械  28,950  0.9  2,666,150  29.9  163,280  2.7

その他  76,548  2.4  96,609  1.1  157,940  2.5

計  3,178,711  100.0  8,912,188  100.0  6,129,950  100.0

内輸出高  17,222  0.5  4,660,316  52.3  1,097,397  17.9

受 

注 

残 

高 

塗工機械  3,712,858  99.2  4,799,748  64.4  1,824,901  94.1

化工機械  18,000  0.5  2,637,660  35.4  103,360  5.3

その他  13,333  0.3  11,912  0.2  10,633  0.6

計  3,744,191  100.0  7,449,320  100.0  1,938,895  100.0

内輸出高  8,950  0.2  4,044,660  54.3  547,615  28.2
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