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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）

（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 10,966 1.0 1,934 2.2 2,001 3.6 1,189 2.3

23年３月期第２四半期 10,857 31.7 1,892 379.3 1,932 329.3 1,162 424.3

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 1,129百万円(△0.4％) 23年３月期第２四半期 1,133百万円( ― ％)

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 78. 29 ―
23年３月期第２四半期 76. 51 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 28,657 20,697 69.9

23年３月期 27,281 19,338 70.8

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 20,044百万円 23年３月期 19,302百万円

２．配当の状況

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 ― 20 .00 ― 25 .00 45 .00

24年３月期 ― 20 .00

24年３月期(予想) ― 20 .00 40 .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)

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 21,300 0.9 3,738 6.6 3,700 2.1 2,193 0.7 144. 29



  

 
(注) 詳細は【添付資料】P.３「２．サマリー情報(その他)に関する事項 当四半期連結累計期間における重要な

子会社の異動」をご覧ください。 

 

 

 
  

  

  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりませ

ん。 

  

  

・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。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P.３

「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ

い。 

・当社は、平成23年11月９日に証券アナリスト及び機関投資家向けの四半期決算説明会を開催する予定

です。この説明会で配布する四半期決算補足説明資料については、開催後速やかに当社ホームページ

に掲載する予定です。 

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ２社 (社名) 東賀隆(昆山)電子有限公司、漢泰国際電子股份有限公司

除外 ― 社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 15,800,000株 23年３月期 15,800,000株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 600,918株 23年３月期 600,918株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 15,199,082株 23年３月期２Ｑ 15,199,152株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日まで、以下「当第２四半期」と

いう)におけるわが国経済は、東日本大震災により停滞していた生産活動が持ち直し、一部で景気回復

の動きが見られたものの、円高の進行、欧州の債務危機を背景とした金融市場の混乱、米国景気の減速

など、世界経済の変調が新たな不安材料として浮上しており、依然として先行きが不透明な状況にあり

ます。 

このような厳しい環境のもと、当社グループは夏場の節電対応を含め、東日本大震災による影響を最

小限に抑えるべく生産体制を見直し、収益の確保に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期における当社グループの連結業績は、売上高が前年同期比１億08百万円

(1.0％)増の109億66百万円、営業利益が同41百万円(2.2％)増の19億34百万円、経常利益が同68百万円

(3.6％)増の20億01百万円、四半期純利益が同27百万円(2.3％)増の11億89百万円となりました。 

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

溶射加工の売上高は、半導体・液晶分野向け加工がほぼ前年同期並みの水準となったものの、産業機

械分野向け加工、鉄鋼分野向け加工ともに落ち込み、当セグメントの売上高は前年同期比２億92百万円

(3.3％)減の86億92百万円、セグメント利益(経常利益ベース)は同１億05百万円(6.1％)減の16億15百万

円となりました。 

溶射加工以外のセグメントは、ＺＡＣコーティング加工を除き増収基調で推移し、連結子会社の収益

性に改善傾向が見られたこと、新たに連結子会社が２社増えたことなどにより、売上高の合計は前年同

期比４億01百万円(21.4％)増の22億73百万円、セグメント利益(経常利益ベース)の合計は同91百万円

(65.2％)増の２億31百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は286億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億

75百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金、仕掛品などの増加によ

り流動資産が８億99百万円増加し、有形固定資産、無形固定資産(主にのれん)の増加などで固定資産が

４億76百万円増加したことによるものであります。 

一方、当第２四半期連結会計期間末における負債は79億60百万円と前連結会計年度末比17百万円増加

いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加などで流動負債が２億35百万円増加し、長期借

入金の減少などで固定負債が２億18百万円減少したことによるものであります。 

また、当第２四半期連結会計期間末における純資産は206億97百万円と前連結会計年度末比13億58百

万円増加いたしました。これは主に、剰余金の配当が３億79百万円あったものの、四半期純利益11億89

百万円の計上により利益剰余金が８億09百万円増加し、東賀隆(昆山)電子有限公司及び漢泰国際電子股

份有限公司の新規連結の影響等により少数株主持分が６億16百万円増加したことによるものでありま

す。この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は69.9％(前連結会計年度末比0.9ポイント

の下落)となりました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

[溶射加工]

[その他]

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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業績予想につきましては、平成23年５月10日発表の通期の連結業績予想に変更はありません。今後の

情報収集等により、見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。 

  

第１四半期連結会計期間より、新たに設立した東賀隆(昆山)電子有限公司及び漢泰国際電子股份有限

公司を連結の範囲に含めております。なお、その資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相

当することから、どちらも当社の特定子会社に該当いたします。 

東賀隆(昆山)電子有限公司及び漢泰国際電子股份有限公司の決算日は12月31日であり、連結決算日

(３月31日)との間には３ヵ月の差異があります。 

四半期連結財務諸表の作成にあたっては、当該子会社の第２四半期決算日(６月30日)の四半期財務諸

表を使用し、第２四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行って

おります。 

  

（３）連結業績予想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

当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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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）

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 7,169,591 7,336,679

受取手形及び売掛金 6,404,808 6,885,506

仕掛品 340,779 482,765

原材料及び貯蔵品 655,123 752,510

その他 556,501 564,752

貸倒引当金 △12,609 △8,967

流動資産合計 15,114,194 16,013,245

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,730,505 4,764,916

機械装置及び運搬具（純額） 2,259,887 2,533,560

土地 3,648,245 3,648,245

その他（純額） 650,551 676,437

有形固定資産合計 11,289,190 11,623,160

無形固定資産

のれん － 196,564

その他 390,820 396,529

無形固定資産合計 390,820 593,094

投資その他の資産

投資その他の資産 491,007 430,255

貸倒引当金 △3,447 △2,395

投資その他の資産合計 487,559 427,859

固定資産合計 12,167,570 12,644,113

資産合計 27,281,764 28,657,359
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（単位：千円）

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,138,228 2,625,298

短期借入金 470,316 506,419

1年内返済予定の長期借入金 242,758 230,800

未払法人税等 1,141,947 755,721

賞与引当金 557,640 572,434

その他 1,605,613 1,701,174

流動負債合計 6,156,504 6,391,846

固定負債

長期借入金 461,500 346,100

退職給付引当金 888,583 839,329

その他 436,554 382,949

固定負債合計 1,786,637 1,568,378

負債合計 7,943,142 7,960,225

純資産の部

株主資本

資本金 2,658,823 2,658,823

資本剰余金 2,293,504 2,293,504

利益剰余金 15,086,997 15,896,974

自己株式 △773,123 △773,123

株主資本合計 19,266,201 20,076,178

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 24,957 △16,391

為替換算調整勘定 11,681 △15,180

その他の包括利益累計額合計 36,639 △31,572

少数株主持分 35,781 652,527

純資産合計 19,338,622 20,697,133

負債純資産合計 27,281,764 28,657,359
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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 10,857,886 10,966,300

売上原価 7,227,215 7,143,048

売上総利益 3,630,670 3,823,252

販売費及び一般管理費 1,737,732 1,888,477

営業利益 1,892,938 1,934,775

営業外収益

受取利息及び配当金 3,381 5,221

受取ロイヤリティー 22,489 23,847

受取技術料 2,081 38,619

その他 39,637 26,736

営業外収益合計 67,589 94,424

営業外費用

支払利息 18,079 15,382

支払手数料 4,256 4,398

その他 5,567 7,894

営業外費用合計 27,903 27,674

経常利益 1,932,625 2,001,524

特別利益

保険解約返戻金 39,990 －

特別利益合計 39,990 －

特別損失

固定資産除売却損 8,777 2,473

ゴルフ会員権評価損 2,550 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,648 －

特別損失合計 19,976 2,473

税金等調整前四半期純利益 1,952,639 1,999,050

法人税等 802,210 800,182

少数株主損益調整前四半期純利益 1,150,429 1,198,867

少数株主利益又は少数株主損失（△） △12,521 8,913

四半期純利益 1,162,950 1,189,954
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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 1,150,429 1,198,867

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,773 △41,348

為替換算調整勘定 △6,961 △28,119

その他の包括利益合計 △16,735 △69,467

四半期包括利益 1,133,693 1,129,399

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,148,303 1,121,743

少数株主に係る四半期包括利益 △14,610 7,656
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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 1,952,639 1,999,050

減価償却費 814,187 795,953

のれん償却額 － 10,345

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,465 14,794

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38,250 △49,253

受取利息及び受取配当金 △3,381 △5,221

支払利息 18,079 15,382

固定資産除売却損益（△は益） 8,777 2,473

保険解約損益（△は益） △39,990 －

ゴルフ会員権評価損 2,550 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,648 －

売上債権の増減額（△は増加） △572,196 △480,698

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,191 △121,902

仕入債務の増減額（△は減少） 563,580 488,067

未払費用の増減額（△は減少） △23,497 23,544

その他 135,998 △155,709

小計 2,781,487 2,536,826

利息及び配当金の受取額 3,371 5,211

利息の支払額 △18,393 △15,560

法人税等の支払額 △240,852 △1,131,896

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,525,613 1,394,580

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 △300,000 △2,650,036

定期預金の払戻による収入 － 1,150,017

有形固定資産の取得による支出 △376,044 △485,113

有形固定資産の売却による収入 3,151 －

無形固定資産の取得による支出 － △25,481

子会社株式の取得による支出 － △509,979

保険積立金の解約による収入 39,990 4,831

その他 20,532 10,411

投資活動によるキャッシュ・フロー △612,369 △2,505,348

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） 52,786 36,102

長期借入金の返済による支出 △336,066 △127,534

配当金の支払額 △266,252 △379,530

自己株式の取得による支出 △106 －

少数株主からの払込みによる収入 － 322,725

その他 △74,128 △60,427

財務活動によるキャッシュ・フロー △623,767 △208,663

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,863 △13,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,283,612 △1,332,929

現金及び現金同等物の期首残高 4,597,469 6,019,573

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

57,609 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,938,691 4,686,643
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １ 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。 

２ 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。 

  

（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

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称

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)

前年同四半期比

生産高(千円) 生産高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工

半導体・液晶製造装置用
部品への加工

3,542,480 3,500,168 △ 42,312 △ 1.2

産業機械用部品への加工 1,931,222 1,774,043 △ 157,178 △ 8.1

鉄鋼用設備部品への加工 1,407,626 1,355,159 △ 52,466 △ 3.7

その他の溶射加工 2,104,137 2,063,201 △ 40,935 △ 1.9

溶射加工  計 8,985,467 8,692,573 △ 292,893 △ 3.3

ＴＤ処理加工 400,884 419,608 18,723 ＋ 4.7

ＺＡＣコーティング加工 306,356 288,955 △ 17,401 △ 5.7

ＰＴＡ処理加工 208,532 217,826 9,293 ＋ 4.5

その他のセグメント 956,644 1,347,336 390,692 ＋40.8

合  計 10,857,886 10,966,300 108,414 ＋ 1.0
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(注) １ 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。 

２ 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。 

  

 
(注) １ 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。 

２ 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。 

  

② 受注状況

(受注高)

セグメントの名称

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)

前年同四半期比

受注高(千円) 受注高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工

半導体・液晶製造装置用
部品への加工

3,572,086 3,513,504 △ 58,582 △ 1.6

産業機械用部品への加工 1,982,808 2,017,097 34,288 ＋ 1.7

鉄鋼用設備部品への加工 1,421,774 1,366,825 △ 54,949 △ 3.9

その他の溶射加工 2,117,871 2,148,182 30,310 ＋ 1.4

溶射加工  計 9,094,541 9,045,609 △ 48,932 △ 0.5

ＴＤ処理加工 410,332 408,586 △ 1,745 △ 0.4

ＺＡＣコーティング加工 282,729 296,038 13,309 ＋ 4.7

ＰＴＡ処理加工 242,037 277,996 35,958 ＋14.9

その他のセグメント 957,089 1,580,390 623,300 ＋65.1

合  計 10,986,730 11,608,620 621,889 ＋ 5.7

(受注残高)

セグメントの名称

前第２四半期 

連結会計期間末
(平成22年９月30日)

当第２四半期 

連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前年同四半期比

受注残高(千円) 受注残高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工

半導体・液晶製造装置用
部品への加工

550,328 550,024 △ 304 △ 0.1

産業機械用部品への加工 297,452 386,357 88,905 ＋29.9

鉄鋼用設備部品への加工 308,075 444,182 136,106 ＋44.2

その他の溶射加工 278,955 391,593 112,638 ＋40.4

溶射加工  計 1,434,811 1,772,157 337,346 ＋23.5

ＴＤ処理加工 38,550 31,051 △ 7,499 △19.5

ＺＡＣコーティング加工 54,119 53,054 △ 1,064 △ 2.0

ＰＴＡ処理加工 104,045 137,180 33,135 ＋31.8

その他のセグメント 211,708 410,082 198,374 ＋93.7

合  計 1,843,235 2,403,525 560,290 ＋30.4
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(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。 

  

以  上

  

③ 販売実績

セグメントの名称

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)

前年同四半期比

販売高(千円) 販売高(千円) 金額(千円)
増減率
(％)

溶射加工

半導体・液晶製造装置用
部品への加工

3,542,480 3,500,168 △ 42,312 △ 1.2

産業機械用部品への加工 1,931,222 1,774,043 △ 157,178 △ 8.1

鉄鋼用設備部品への加工 1,407,626 1,355,159 △ 52,466 △ 3.7

その他の溶射加工 2,104,137 2,063,201 △ 40,935 △ 1.9

溶射加工  計 8,985,467 8,692,573 △ 292,893 △ 3.3

ＴＤ処理加工 400,884 419,608 18,723 ＋ 4.7

ＺＡＣコーティング加工 306,356 288,955 △ 17,401 △ 5.7

ＰＴＡ処理加工 208,532 217,826 9,293 ＋ 4.5

その他のセグメント 956,644 1,347,336 390,692 ＋40.8

合  計 10,857,886 10,966,300 108,414 ＋ 1.0
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