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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 29,747 24.3 2,970 ― 2,350 ― 5,829 ―

23年3月期第2四半期 23,927 30.7 151 ― △378 ― △78 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 5,041百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △335百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 110.04 ―

23年3月期第2四半期 △1.49 ―

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

24年3月期第2四半期 70,151 32,553 46.2 614.46
23年3月期 80,095 28,022 35.0 528.92

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  32,421百万円 23年3月期  28,022百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 2.00 ― 6.00 8.00

24年3月期 ― 3.50

24年3月期（予想） ― 3.50 7.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 56,500 0.5 4,500 △10.5 3,650 △11.3 6,600 37.2 124.58



(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）  ：  有  

(注)詳細は、添付資料２ページ サマリー情報(その他)に関する事項 をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
(注)詳細は、添付資料２ページ サマリー情報(その他)に関する事項 をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
この四半期短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビューの対象外であり、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、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、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、四半期決
算短信(添付資料)２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名）
エスピーピー・プロセス・テクノロジー・シ
ステムズ・リミテッド

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 53,167,798 株 23年3月期 53,167,798 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 189,927 株 23年3月期 187,348 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 52,979,450 株 23年3月期2Q 52,986,999 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、世界的な景気減速懸念や海外の経済不安等による円高の長期

化などにより、先行きは不透明な状況にあります。  

  このような環境下にありまして、当社グループは一体となりまして各分野の受注確保と拡販に努めるとともに、

新製品の開発と用途拡大に取り組んでまいりました結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、

前年同期比24.3％増加し、29,747百万円となり、損益につきましては、営業損益2,970百万円（前年同期151百万

円)、経常損益2,350百万円(前年同期△378百万円）、第２四半期純損益5,829百万円（前年同期△78百万円）とな

っております。  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末と比べ9,944百万円減少し、70,151百万円となりました。ま

た、負債合計は、前期末に比べ14,474百万円減少し、37,598百万円となりました。なお、純資産は32,553百万円と

なり、自己資本比率は前期末に比べ11.2ポイント上昇し、46.2%となっております。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  業績予想につきましては、第２四半期累計期間の実績などを踏まえ、サマリー情報 3.「平成24年3月期の連結

業績予想(平成23年４月１日～平成24年３月31日)に記載のとおり、売上高、損益ともに見直すことといたします。

   

  

  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第２四半期連結累計期間において、当社特定子会社でありましたエスピーピー・プロセス・テクノロジー・シ

ステムズ・リミテッド社の株式を譲渡致しましたことにより、当四半期連結会計期間末において同社及び同社の子

会社12社を連結範囲から除外しております。  

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 影響額が僅少なものにつき、簡便的な方法を採用しております。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

  

 （４）追加情報 

  会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用   

  当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,052 14,038

受取手形及び売掛金 20,694 14,850

製品 3,895 3,573

仕掛品 8,642 9,821

原材料及び貯蔵品 6,584 4,422

その他 4,444 2,955

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 54,311 49,660

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,348 8,895

その他（純額） 9,125 8,199

有形固定資産合計 18,474 17,095

無形固定資産   

のれん 1,467 －

その他 881 193

無形固定資産合計 2,349 193

投資その他の資産 4,960 3,202

固定資産合計 25,783 20,491

資産合計 80,095 70,151

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,381 6,201

短期借入金 21,186 20,666

1年内返済予定の長期借入金 1,879 1,748

未払法人税等 172 311

賞与引当金 1,027 1,333

その他 6,462 2,300

流動負債合計 39,109 32,561

固定負債   

長期借入金 10,748 2,888

退職給付引当金 53 56

資産除去債務 116 117

その他 2,046 1,974

固定負債合計 12,964 5,036

負債合計 52,073 37,598



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,311 10,311

資本剰余金 11,332 11,332

利益剰余金 5,946 11,144

自己株式 △77 △79

株主資本合計 27,513 32,709

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 205 135

為替換算調整勘定 303 △423

その他の包括利益累計額合計 508 △287

少数株主持分 － 131

純資産合計 28,022 32,553

負債純資産合計 80,095 70,151



（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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 23,927 29,747

売上原価 18,394 20,718

売上総利益 5,532 9,029

販売費及び一般管理費 5,381 6,058

営業利益 151 2,970

営業外収益   

受取利息 65 4

受取配当金 32 11

不動産賃貸料 10 10

持分法による投資利益 20 －

その他 41 11

営業外収益合計 171 37

営業外費用   

支払利息 221 197

持分法による投資損失 － 209

為替差損 433 123

固定資産廃却損 14 12

その他 32 114

営業外費用合計 702 657

経常利益又は経常損失（△） △378 2,350

特別利益   

関係会社株式売却益 － 6,292

原状回復費戻入益 242 －

特別利益合計 242 6,292

特別損失   

事業構造改善費用 210 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 47 －

特別損失合計 258 －

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（△）

△394 8,642

法人税等 △315 2,792

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△78 5,850

少数株主利益 － 20

四半期純利益又は四半期純損失（△） △78 5,829



（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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△78 5,850

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △54 △69

繰延ヘッジ損益 △38 －

為替換算調整勘定 142 △761

持分法適用会社に対する持分相当額 △306 22

その他の包括利益合計 △257 △808

四半期包括利益 △335 5,041

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △335 5,033

少数株主に係る四半期包括利益 － 8



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△394 8,642

減価償却費 1,357 1,212

のれん償却額 95 105

賞与引当金の増減額（△は減少） △81 306

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △112

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 47 －

資産除去債務の増減額(△は減少) 1 1

受取利息及び受取配当金 △98 △15

支払利息 221 197

為替差損益（△は益） 216 24

持分法による投資損益（△は益） △20 209

関係会社株式売却損益（△は益） － △6,292

固定資産廃却損 14 12

売上債権の増減額（△は増加） 4,305 559

たな卸資産の増減額（△は増加） 157 △2,704

仕入債務の増減額（△は減少） △1,530 312

その他の資産の増減額（△は増加） 627 △160

その他の負債の増減額（△は減少） 23 △50

小計 4,947 2,252

利息及び配当金の受取額 95 15

利息の支払額 △218 △222

法人税等の還付額 43 57

法人税等の支払額 △102 △138

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,765 1,964

投資活動によるキャッシュ・フロー   

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 11,132

有形固定資産の取得による支出 △608 △1,231

有形固定資産の売却による収入 97 －

無形固定資産の取得による支出 △29 △30

投資有価証券の取得による支出 △137 △54

その他 △5 △515

投資活動によるキャッシュ・フロー △684 9,301

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） 520 1,112

長期借入れによる収入 400 －

長期借入金の返済による支出 △1,414 △7,991

リース債務の返済による支出 △87 △96

配当金の支払額 △105 △317

その他 △2 △112

財務活動によるキャッシュ・フロー △689 △7,405

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,354 3,858

現金及び現金同等物の期首残高 4,766 9,914

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 128

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,121 13,900



該当事項はありません。  

  

  

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  

前第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） 

（注）セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っておりま

す。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

（注）セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っておりま

す。 

  

該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント
その他

  
合計

調整額 
  

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注） 

航空宇宙関連
事業 

産業機器事業 計

売上高               

外部顧客への売上

高 
9,138 14,788 23,927 － 23,927 － 23,927 

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － － － － － － 

計 9,138 14,788 23,927 － 23,927 － 23,927 

セグメント利益又は

損失(△)  
△372 524 151 － 151 － 151 

  

報告セグメント
その他

  
合計

調整額 
  

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注） 

航空宇宙関連
事業 

産業機器事業 計

売上高               

外部顧客への売上

高 
9,777 19,970 29,747 － 29,747 － 29,747

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － － － － － － 

計 9,777 19,970 29,747 － 29,747 － 29,747

セグメント利益又は

損失(△)  
△315 3,286 2,970 － 2,970 － 2,970

（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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