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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 16,407 △3.5 3,569 39.3 3,493 47.3 2,231 52.4
23年3月期第3四半期 17,011 28.0 2,562 295.3 2,372 231.1 1,464 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,059百万円 （92.1％） 23年3月期第3四半期 1,071百万円 （―％）

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3四半期 10,767.78 10,639.44
23年3月期第3四半期 7,066.05 7,043.23

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 26,868 19,233 71.2
23年3月期 24,888 17,470 69.9

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  19,142百万円 23年3月期  17,402百万円

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 ― 0.00 ― 1,500.00 1,500.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 1,500.00 1,500.00

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 22,500 0.3 3,800 13.3 3,600 6.2 2,200 3.7 10,615.19



(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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については、四半期決算
短信（添付資料）2ページ「(3) 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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

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3Q 207,250 株 23年3月期 207,250 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 207,250 株 23年3月期3Q 207,250 株
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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 

当社グループが関係するLCD業界では、主用途であるテレビ需要が低迷しており大型LCDパネルの需給は

緩和、価格は下落しております。しかし、中小型LCDパネルの需要は高精細のIT機器向けを中心に好調であ

ります。また車載向けLCDパネルについては、国内の自動車生産は震災の影響を受けたものの回復し、海外

においては新興国需要が着実に成長、長期的傾向としてメーター類のLCD化が続いており、概ね堅調に推移

しました。フロントプロジェクターの生産は、当社製品が使用される3LCD方式においては春から夏にかけ

て復調しましたが、対抗方式であるDLP方式の攻勢により市場シェアを奪われており、大きく数量を増やす

までには至りませんでした。 

 

当社グループの事業の状況は、光学部材事業におきましては、第２四半期までは車載用LCDパネル向けの

温度追従型楕円偏光フィルム(TEP)の販売を中心に好調に推移しておりましたが、第３四半期以降は海外得

意先による在庫積み増しの動きが一服し、それまでに比べ受注が減少、第４四半期も低調に推移する見込

みです。精密加工事業におきましては、有機系液晶プロジェクタ部材は単価が低下、数量も減少しました。

一方、有機系液晶プロジェクタ部材からの置き換わりを中心に、無機偏光板ProFluxの販売は好調に推移し

ました。また、X線分析装置部材の販売も大手得意先の需要が増加し好調に推移しました。 

製造原価及び費用面では、採算性の高い製品が増加したこと、内製化が進展したことなどにより、コス

トダウンが推進され、収益性の改善が進んでおります。 

 

この結果、第３四半期連結累計期間における売上高は164億７百万円（前年同四半期比3.5％減）、営業

利益は35億69百万円（前年同四半期比39.3％増）、経常利益は34億93百万円（前年同四半期比47.3％

増）、四半期純利益は22億31百万円（前年同四半期比52.4％増）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ19億79百万円増加し、268億68百万円

となりました。主な増加要因は、商品及び製品の増加１億32百万円、原材料及び貯蔵品の増加４億68百万

円、建物及び構築物の増加14億９百万円、機械装置及び運搬具の増加10億34百万円、建設仮勘定の増加を

主とする有形固定資産その他の増加３億９百万円であり、主な減少要因は、現金及び預金の減少４億29百

万円、受取手形及び売掛金の減少６億35百万円、有価証券の減少１億67百万円であります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ２億16百万円増加し、76億34百万円と

なりました。主な増加要因は、設備関係未払金の増加を主とする流動負債その他の増加６億78百万円であ

り、主な減少要因は、支払手形及び買掛金の減少２億41百万円、賞与引当金の減少１億90百万円でありま

す。 

当第３四半期連結会計期間末の少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ17億62百万円

増加し、192億33百万円となりました。主な要因は、四半期純利益22億31百万円、株主配当金の支払による

減少３億10百万円、為替換算調整勘定の減少１億80百万円であります。 

 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の実績は、コストダウン推進等の効果もあり、当期純利益におきましては現

在の通期業績予想を超える進捗となりましたが、世界的な金融不安の影響等により、第４四半期以降の業

績の見込みは不透明な状況にあります。このため、現時点においては、平成23年10月31日公表の通期業績

予想を据え置き、変更いたしません。 

今後、業績予想の修正が必要となった場合には速やかに開示いたします。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(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 

(会計方針の変更) 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平

成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

４号 平成22年６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するスト

ック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプ

ションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しておりま

す。 

なお、これによる潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額への影響はありません。 
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,104,303 5,674,735

受取手形及び売掛金 5,659,803 5,024,151

有価証券 654,198 486,690

商品及び製品 1,341,380 1,473,881

仕掛品 1,551,040 1,493,071

原材料及び貯蔵品 1,504,592 1,972,692

その他 860,815 998,278

貸倒引当金 △15,814 △10,063

流動資産合計 17,660,320 17,113,439

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,274,092 3,683,159

機械装置及び運搬具（純額） 1,878,534 2,912,891

その他（純額） 1,576,785 1,886,346

有形固定資産合計 5,729,412 8,482,396

無形固定資産   

のれん 492,538 360,458

その他 685,819 626,632

無形固定資産合計 1,178,358 987,090

投資その他の資産   

その他 384,548 349,186

貸倒引当金 △63,645 △63,645

投資その他の資産合計 320,903 285,541

固定資産合計 7,228,675 9,755,028

資産合計 24,888,995 26,868,468

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,597,575 3,356,317

短期借入金 36,900 －

1年内返済予定の長期借入金 371,000 430,000

未払法人税等 657,939 596,267

賞与引当金 297,938 107,571

役員賞与引当金 53,900 12,000

その他 878,913 1,557,858

流動負債合計 5,894,166 6,060,013
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 1,080,000 1,160,000

退職給付引当金 6,830 23,548

その他 437,005 391,399

固定負債合計 1,523,836 1,574,948

負債合計 7,418,002 7,634,962

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,095,125 3,095,125

資本剰余金 2,761,941 2,761,941

利益剰余金 12,995,419 14,916,166

株主資本合計 18,852,485 20,773,233

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △1,449,625 △1,630,596

その他の包括利益累計額合計 △1,449,625 △1,630,596

少数株主持分 68,133 90,868

純資産合計 17,470,993 19,233,505

負債純資産合計 24,888,995 26,868,468
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 17,011,011 16,407,413

売上原価 11,290,422 9,218,645

売上総利益 5,720,588 7,188,768

販売費及び一般管理費 3,157,611 3,619,490

営業利益 2,562,977 3,569,277

営業外収益   

受取利息 9,998 3,065

原子力立地給付金 10,050 7,650

助成金収入 － 7,113

その他 18,106 16,009

営業外収益合計 38,154 33,837

営業外費用   

支払利息 11,696 10,283

為替差損 215,982 94,906

その他 1,235 4,150

営業外費用合計 228,914 109,340

経常利益 2,372,217 3,493,774

特別利益   

固定資産売却益 5 3,634

関係会社株式売却益 2,514 －

貸倒引当金戻入額 5,744 －

持分変動利益 15,005 17,715

特別利益合計 23,270 21,350

特別損失   

固定資産除却損 26,339 10,643

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,344 －

特別損失合計 30,683 10,643

税金等調整前四半期純利益 2,364,803 3,504,481

法人税、住民税及び事業税 683,973 1,263,884

法人税等調整額 210,677 △4,716

法人税等合計 894,650 1,259,167

少数株主損益調整前四半期純利益 1,470,152 2,245,313

少数株主利益 5,712 13,691

四半期純利益 1,464,439 2,231,622
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,470,152 2,245,313

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △398,374 △186,006

その他の包括利益合計 △398,374 △186,006

四半期包括利益 1,071,777 2,059,307

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,071,414 2,050,652

少数株主に係る四半期包括利益 363 8,655
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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） 

報告セグメント 
 

光学部材事業 精密加工事業 計 
調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

売上高 

  外部顧客への売上高 10,259,469 6,751,542 17,011,011 － 17,011,011

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

1,477,517 － 1,477,517 △1,477,517 －

計 11,736,986 6,751,542 18,488,528 △1,477,517 17,011,011

セグメント利益 1,401,119 1,161,857 2,562,977 － 2,562,977

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 
 

２  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。 

 

当第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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） 

報告セグメント 
 

光学部材事業 精密加工事業 計 
調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

売上高 

  外部顧客への売上高 9,671,074 6,736,338 16,407,413 － 16,407,413

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

1,723,347 － 1,723,347 △1,723,347 －

計 11,394,422 6,736,338 18,130,761 △1,723,347 16,407,413

セグメント利益 2,622,220 947,057 3,569,277 － 3,569,277

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

２  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。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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