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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 14,534 40.9 658 △0.8 694 △3.9 375 △5.8

23年3月期第3四半期 10,318 13.0 663 △6.2 721 △2.4 398 △21.3

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 301百万円 （△13.1％） 23年3月期第3四半期 346百万円 （―％）

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 24.95 ―

23年3月期第3四半期 26.48 ―

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 25,963 16,647 64.1
23年3月期 28,609 16,543 57.8

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  16,647百万円 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  ：  有  
 

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） 7.00 13.00

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、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3Q 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3Q 349,386 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3Q 15,045,899 株 23年3月期3Q 15,048,287 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響によるサプライチェーン途絶の厳しい

状況から、復興関連需要等により生産活動にも緩やかな回復傾向が見られたものの、長引く円高や株価低迷による

下振れ懸念などスピードは鈍化いたしました。 

また、タイの洪水被害により自動車などの製造業は停滞し、日本経済にも大きな影響をもたらし、更に欧州債

務問題の不安感もあり、依然、市場経済の先行き不透明感は払拭できない状況にあります。 

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、高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３四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 ％減）、経常利益は 百万円（前年同期比 ％減）、四半期純利益は 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 ％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、リチウムイオン電池関連の電極塗布装置を中心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、電子部材関連の成膜装置及び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・改造などを行っております。 

 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

14,534 40.9

658 0.8 694 3.9 375

5.8

17,932 8.2

5,904 8.4 636

22.5

10,734 29.4

8,018 138.0 415

40.4

7,007 36.4

612 22.0 168 33.8

190 11.5
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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。その主な要因は有価証

券が 百万円減少したこと、並びに受注量の増加により仕掛品が 百万円増加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、並びに無形固定資産が 百万円減少したこと、及び投資その他の資産が 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 百万円減少し、前受金が 百万円増加したこと、また法人税等の支払により未払法人税等

が 百万円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

約定弁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、配当金を

百万円支払ったこと、四半期純利益が 百万円となったことによります。 

   

（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。  

  

2,513 21,601

3,828 1,187

132 4,361

109 9 12

2,500 8,203

3,289 1,475

615

250 1,111

222

104 16,647

195 375

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 6,593,239 6,514,724

受取手形及び売掛金 5,369,513 5,523,170

有価証券 6,653,364 2,824,910

仕掛品 4,906,336 6,093,521

原材料及び貯蔵品 98,808 103,466

その他 497,348 544,361

貸倒引当金 △3,290 △2,577

流動資産合計 24,115,320 21,601,578

固定資産   

有形固定資産 2,880,049 2,770,223

無形固定資産 128,940 118,969

投資その他の資産   

投資有価証券 1,076,671 1,049,429

その他 416,122 430,793

貸倒引当金 △7,993 △7,993

投資その他の資産合計 1,484,801 1,472,230

固定資産合計 4,493,791 4,361,423

資産合計 28,609,112 25,963,001
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,535,548 4,245,792

短期借入金 － 215,000

1年内返済予定の長期借入金 493,460 345,588

未払法人税等 640,890 25,557

前受金 1,158,238 2,633,298

賞与引当金 180,150 60,316

製品保証引当金 26,900 25,600

その他 668,661 652,456

流動負債合計 10,703,848 8,203,609

固定負債   

長期借入金 438,740 215,860

退職給付引当金 725,023 692,258

役員退職慰労引当金 168,150 174,725

資産除去債務 22,658 23,029

その他 7,310 5,950

固定負債合計 1,361,882 1,111,823

負債合計 12,065,731 9,315,432

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 13,831,202

自己株式 △405,663 △406,749

株主資本合計 16,433,444 16,611,996

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 35,572

その他の包括利益累計額合計 109,936 35,572

純資産合計 16,543,381 16,647,568

負債純資産合計 28,609,112 25,963,001
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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 10,318,976 14,534,602

売上原価 8,417,367 12,570,490

売上総利益 1,901,608 1,964,111

販売費及び一般管理費 1,238,104 1,305,930

営業利益 663,504 658,181

営業外収益   

受取利息 7,956 7,902

受取配当金 17,750 28,487

受取保険金 12,070 －

その他 31,731 24,924

営業外収益合計 69,508 61,314

営業外費用   

支払利息 9,508 8,974

為替差損 － 11,958

その他 1,655 4,558

営業外費用合計 11,164 25,492

経常利益 721,848 694,003

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,830 －

特別利益合計 2,830 －

特別損失   

投資有価証券売却損 114 －

投資有価証券評価損 2,570 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,039 －

特別損失合計 14,724 －

税金等調整前四半期純利益 709,953 694,003

法人税、住民税及び事業税 275,343 235,607

法人税等調整額 36,194 83,017

法人税等合計 311,537 318,624

少数株主損益調整前四半期純利益 398,415 375,379

四半期純利益 398,415 375,379
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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 398,415 375,379

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △51,829 △74,364

その他の包括利益合計 △51,829 △74,364

四半期包括利益 346,586 301,015

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 346,586 301,015

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 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）

   

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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 

 

 

6,448,048

－

 

 

3,369,080

－

 

 

501,848

－

 

 

10,318,976

－

計  6,448,048  3,369,080  501,848  10,318,976

セグメント利益  821,499  295,749  126,169  1,243,417

利益 金額 

報告セグメント計 

全社費用（注） 

 

 

1,243,417

△579,913

四半期連結損益計算書の営業利益  663,504

㈱ヒラノテクシード（6245）　平成24年３月期第３四半期決算短信

－8－



Ⅱ 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）

   

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 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 

 

 

5,904,297

－

 

 

8,018,211

－

 

 

612,093

－

 

 

14,534,602

－

計  5,904,297  8,018,211  612,093  14,534,602

セグメント利益  636,866  415,157  168,870  1,220,895

利益 金額 

報告セグメント計 

全社費用（注） 

 

 

1,220,895

△562,713

四半期連結損益計算書の営業利益  658,181

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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３四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３四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３四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  4,909,933  △6.8

化工機関連機器  7,282,049  ＋157.3

その他  378,508  ＋19.7

合計  12,570,490  ＋49.3

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  8,344,583  △22.5  10,734,861  ＋29.4

化工機関連機器  4,000,460  △61.0  7,007,061  △36.4

その他  587,450  △19.8  190,404  △11.5

合計  12,932,493  △40.5  17,932,326  △8.2

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  5,904,297  △8.4

化工機関連機器  8,018,211  ＋138.0

その他  612,093  ＋22.0

合計  14,534,602  ＋40.9
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