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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 11,584 84.3 542 10.1 557 3.8 356 25.8
23年3月期第2四半期 6,286 3.5 493 △28.0 536 △23.4 283 △37.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 295百万円 （45.7％） 23年3月期第2四半期 202百万円 （―％）

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 23.67 ―

23年3月期第2四半期 18.81 ―

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 26,647 16,732 62.8
23年3月期 28,609 16,543 57.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  16,732百万円 23年3月期  16,543百万円

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 ― 5.00 ― 7.00 12.00
24年3月期 ― 6.00

24年3月期（予想） ― 6.00 12.00

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  ：  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 22,000 26.5 1,050 △35.5 1,100 △35.4 650 △32.8 43.19



(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）  ：  無  

(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 

(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す。 

※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．当四半期決算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 ―社 （社名）

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 15,394,379 株 23年3月期 15,394,379 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 348,786 株 23年3月期 347,902 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 15,046,116 株 23年3月期2Q 15,048,860 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輸出及び生産にも牽引されると

ともに、東日本大震災後の景気減退からも、復興需要や生産活動が正常化に向かうなど緩やかな回復基調にあった

一方で、電力供給不足や長期化する円高が懸念され先行き不透明な状況で推移いたしました。 

また、世界経済においては、米国は依然高い失業率であり個人消費が伸び悩み、欧州でも債務不安による金融市

場の混乱が続くなど、景気は減速感が払拭できない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、

高精度薄膜塗工装置の拡販に努めてまいりました。 

 また、受注状況におきましては、海外顧客を中心とした光学機能性フィルム関連及びリチウムイオン電池関連の

装置を中心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、利益面では営業

利益は 百万円（前年同期比 ％増）、経常利益は 百万円（前年同期比 ％増）、四半期純利益は 百万

円（前年同期比 ％増）となりました。 

受注残高につきましては、 百万円（前期末比 ％減）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。 

  

（塗工機関連機器部門） 

当部門は、液晶表示用機能フィルム製造装置関連を中心に低調に推移いたしました。 

その結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。また、セグメント利益は 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、 百万円（前期末比 ％増）となりました。 

  

（化工機関連機器部門） 

 当部門は、主力の電気・電子部材向成膜装置などが低調に推移したものの、真空薄膜装置が堅調に推移いたしま

した。 

その結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。また、セグメント利益は 百万円

（前年同期比 %増）となりました。 

受注残高につきましては、 百万円（前期末比 ％減）となりました。 

  

（その他） 

 当部門は、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。 

その結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。また、セグメント利益は 百万円（前年

同期比 ％増）となりました。 

受注残高につきましては、 百万円（前期末比 ％減）となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

11,584 84.3

542 10.1 557 3.8 356

25.8

16,558 15.2

3,624 12.0 333

30.3

10,239 23.5

7,530 311.0 487

43.8

6,155 44.2

428 27.5 105

42.3

162 24.2
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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 百万円減少し、 百万円となりました。その主な要因は現金及び

預金が 百万円、受取手形及び売掛金が 百万円、仕掛品が 百万円増加しましたが、有価証券が 百万

円減少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 百万円減少し、 百万円となりました。その主な要因は、有形

固定資産が 百万円減少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 百万円減少し、 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、1年内返済予定の長期借入金 百万円、未払法人税等が 百万円、前受金が 百万円そ

れぞれ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 百万円減少し、 百万円となりました。その主な要因は、借入金の約

定返済により長期借入金が 百万円減少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。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

 また、当社が販売する塗工機関連機器及び化工機関連機器などは受注生産であり、顧客の指定納期や発注時期も

様々であります。よって各四半期において売上高及び受注高が同水準とならない場合があります。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

  

（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。  

  

該当事項はありません。  

  

1,878 22,236

885 1,520 253 4,444

83 4,410

113

1,970 8,733

1,135 85 449 103

181 1,180

161

189 16,732

105 60

356

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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 6,593,239 7,478,862

受取手形及び売掛金 5,369,513 6,890,020

有価証券 6,653,364 2,208,939

仕掛品 4,906,336 5,159,846

原材料及び貯蔵品 98,808 99,508

その他 497,348 402,950

貸倒引当金 △3,290 △3,136

流動資産合計 24,115,320 22,236,992

固定資産   

有形固定資産 2,880,049 2,766,760

無形固定資産 128,940 123,883

投資その他の資産   

投資有価証券 1,076,671 1,077,449

その他 416,122 450,118

貸倒引当金 △7,993 △7,993

投資その他の資産合計 1,484,801 1,519,575

固定資産合計 4,493,791 4,410,218

資産合計 28,609,112 26,647,211
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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 7,535,548 6,399,582

短期借入金 － 50,000

1年内返済予定の長期借入金 493,460 408,212

未払法人税等 640,890 191,624

前受金 1,158,238 1,054,815

賞与引当金 180,150 181,249

製品保証引当金 26,900 24,000

その他 668,661 424,263

流動負債合計 10,703,848 8,733,747

固定負債   

長期借入金 438,740 276,820

退職給付引当金 725,023 706,672

役員退職慰労引当金 168,150 167,600

資産除去債務 22,658 22,905

その他 7,310 6,741

固定負債合計 1,361,882 1,180,740

負債合計 12,065,731 9,914,487

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 13,651,564 13,902,280

自己株式 △405,663 △406,416

株主資本合計 16,433,444 16,683,407

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 109,936 49,316

その他の包括利益累計額合計 109,936 49,316

純資産合計 16,543,381 16,732,724

負債純資産合計 28,609,112 26,647,211
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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 6,286,753 11,584,073

売上原価 4,973,535 10,132,967

売上総利益 1,313,218 1,451,105

販売費及び一般管理費 820,182 908,114

営業利益 493,035 542,990

営業外収益   

受取利息 5,427 7,089

受取配当金 11,179 17,849

受取保険金 12,070 －

その他 22,472 15,255

営業外収益合計 51,149 40,194

営業外費用   

支払利息 5,860 6,324

為替差損 － 15,017

その他 1,424 4,388

営業外費用合計 7,284 25,730

経常利益 536,900 557,454

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,905 －

特別利益合計 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 528,260 557,454

法人税、住民税及び事業税 256,008 191,038

法人税等調整額 △10,775 10,232

法人税等合計 245,232 201,270

少数株主損益調整前四半期純利益 283,028 356,183

四半期純利益 283,028 356,183
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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 283,028 356,183

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △80,207 △60,619

その他の包括利益合計 △80,207 △60,619

四半期包括利益 202,820 295,564

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 202,820 295,564

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 528,260 557,454

減価償却費 202,975 188,437

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,438 1,099

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,475 △154

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33,439 △18,351

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,320 △550

製品保証引当金の増減額（△は減少） △5,200 △2,900

受取利息及び受取配当金 △16,606 △24,938

支払利息 5,860 6,324

固定資産売却損益（△は益） △162 △56

売上債権の増減額（△は増加） 276,746 △1,623,930

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,260,685 △261,921

仕入債務の増減額（△は減少） 660,325 △1,130,625

その他 △40,061 △177,944

小計 322,296 △2,488,055

利息及び配当金の受取額 17,856 20,599

利息の支払額 △5,860 △6,324

法人税等の支払額 △5,840 △630,404

法人税等の還付額 245,864 13,668

営業活動によるキャッシュ・フロー 574,315 △3,090,516

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 △301,000 △101,000

定期預金の払戻による収入 1,000 68,000

有価証券の取得による支出 － △599,400

有価証券の売却による収入 － 3,930,000

有形固定資産の取得による支出 △346,599 △32,959

有形固定資産の売却による収入 250 100

無形固定資産の取得による支出 △10,855 △29,278

投資有価証券の取得による支出 △1,741 △101,367

投資有価証券の売却による収入 485 1,732

その他 △21,396 △6,297

投資活動によるキャッシュ・フロー △679,857 3,129,529

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） 50,000 50,000

長期借入れによる収入 450,000 －

長期借入金の返済による支出 △240,948 △247,168

自己株式の取得による支出 △2,065 △1,378

自己株式の売却による収入 － 482

配当金の支払額 △90,629 △105,505

その他 △735 △824

財務活動によるキャッシュ・フロー 165,621 △304,393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 60,080 △265,381

現金及び現金同等物の期首残高 10,344,494 8,620,083

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,404,575 8,354,701
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該当事項はありません。  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 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） 

 １．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 

（単位：千円）

  

 ２．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（差額調整に関する事項） 

（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。  

  

 ３．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。 

  

（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 

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

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －

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  892,153

全社費用（注）  △399,118

四半期連結損益計算書の営業利益  493,035
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Ⅱ 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） 

 １．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 

（単位：千円）

  

 ２．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） 

（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。 

  

 ３．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。 

  

該当事項はありません。  

  

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  3,624,477  7,530,777  428,818  11,584,073

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －

計  3,624,477  7,530,777  428,818  11,584,073

セグメント利益  333,764  487,188  105,500  926,454

利益 金額 

報告セグメント計  926,454

全社費用（注）  △383,463

四半期連結損益計算書の営業利益  542,990

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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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も含んでおります。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 ② 受注状況 

  当第２四半期連結累計期間における受注状況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。 

  

５．補足情報

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％） 

塗工機関連機器    3,028,048  △11.2

化工機関連機器  6,820,590  ＋406.8

その他  284,328  ＋29.9

合計  10,132,967  ＋103.7

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前期末比（％） 

塗工機関連機器    5,569,597  △24.4  10,239,695  ＋23.5

化工機関連機器  2,661,729  △68.1  6,155,764  △44.2

その他  376,731  △10.3  162,960  △24.2

合計  8,608,057  △46.7  16,558,419  △15.2

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％） 

塗工機関連機器    3,624,477  △12.0

化工機関連機器  7,530,777  ＋311.0

その他  428,818  ＋27.5

合計  11,584,073  ＋84.3
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