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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6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12月期第2四半期 4,579 △5.6 217 88.4 225 67.3 177 36.8
23年12月期第2四半期 4,851 19.8 115 318.5 134 134.4 130 △5.2

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 147百万円 （△0.2％） 23年12月期第2四半期 147百万円 （―％）

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12月期第2四半期 14.98 14.96
23年12月期第2四半期 10.96 10.93

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12月期第2四半期 8,650 5,473 63.2 460.47
23年12月期 8,622 5,307 61.5 446.44
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  5,469百万円 23年12月期  5,302百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年12月期 ― 0.00
24年12月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 9,500 △12.1 270 △22.5 300 △22.8 300 △18.9 25.26



(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 
本資料に記載した業績予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は様々な要因により記載の予想数値と異
なる場合があります。上記の業績予想に関する事項は【添付書類】Ｐ．２「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」をご参照く
ださい。 

※  注記事項

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12月期2Q 11,888,740 株 23年12月期 11,888,740 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 10,645 株 23年12月期 10,489 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 11,878,205 株 23年12月期2Q 11,870,717 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、東日本大震災からの復興事業による内需の拡大が見られました

が、欧州債務問題の長期化、円高による輸出の低迷、原油価格の高騰等により先行き不透明な状況で推移しました。

当社グループの主要販売先である電機・機械・自動車等の製造業においては、新興国での自動車需要の拡大、スマ

ートフォンの世界的な需要の拡大により設備投資は堅調に推移しました。当社グループにおいても工作機械では工具

研削盤を中心に販売が順調に推移しましたが、電子機器は円高等の理由により輸出販売が低迷した結果、連結売上高

は45億７千９百万円（前年同期比5.6％減）となりました。損益面では工作機械の販売比率が高まったことにより売

上総利益率が向上し、営業利益２億１千７百万円（前年同期比88.4％増）、経常利益２億２千５百万円（前年同期比

67.3％増）、四半期純利益１億７千７百万円（前年同期比36.8％増）となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（電子機器及び工作機械等）  

電子部品実装機を中心とした電子機器はスマートフォン向けの設備投資需要があるものの、円高の要因により中華

圏（台湾、中国）のへの輸出販売が低迷しました。工作機械では大型案件の販売実績はないものの工具研削盤が自動

車業界の生産回復により国内及び東南アジア地域向けに販売が伸長しました。その結果、当セグメントの売上高は43

億６千３百万円（前年同期比4.7％減）、営業利益は２億８百万円（前年同期比112.5％増）となりました。  

（光電子装置）  

光電子装置の販売は、加工用レーザー装置等の販売が比較的順調に推移しましたが、大口取引等はなく、当セグメ

ントの売上高は２億１千５百万円（前年同期比21.2％減）、営業利益は８百万円（前年同期比48.9％減）となりまし

た。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結累計期間における資産合計は、前連結会計年度末に比べ0.3％増加し86億５千万円となりまし

た。これは主として現金及び預金の増加１億６千６百万円、受取手形及び売掛金の減少２億６千万円、商品の増加

１億４千２百万円等によるものです。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ4.2％減少し31億７千６百万円となりました。これは主として支払手形及

買掛金の減少８千７百万円等によるものです。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3.1％増加し54億７千３百万円となりました。これは主として剰余金の

配当額５千９百万円及び四半期純利益１億７千７百万円による利益剰余金の増加１億１千８百万円によるもので

す。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年７月27日付け発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において連結業績予想を修正しております。

     

（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。 

     

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,402,648 2,569,029 

受取手形及び売掛金 1,562,395 1,301,929 

商品 670,249 812,302 

その他 500,219 460,782 

貸倒引当金 △1,564 △1,245 

流動資産合計 5,133,948 5,142,797 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 497,507 485,170 

土地 1,705,884 1,705,884 

その他（純額） 63,837 86,292 

有形固定資産合計 2,267,229 2,277,347 

無形固定資産   

その他 13,478 24,299 

無形固定資産合計 13,478 24,299 

投資その他の資産   

投資有価証券 98,089 101,596 

投資不動産（純額） 732,936 725,625 

差入保証金 313,082 313,387 

その他 64,358 65,757 

貸倒引当金 △247 △247 

投資その他の資産合計 1,208,218 1,206,119 

固定資産合計 3,488,927 3,507,765 

資産合計 8,622,876 8,650,563 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 733,031 645,326 

短期借入金 400,000 400,000 

1年内返済予定の長期借入金 378,373 436,024 

1年内償還予定の社債 164,200 114,100 

未払法人税等 25,184 10,795 

役員賞与引当金 14,000 4,800 

その他 552,291 498,509 

流動負債合計 2,267,080 2,109,554 

固定負債   

社債 235,600 203,600 

長期借入金 612,685 634,676 

退職給付引当金 179,787 185,684 

その他 20,628 43,451 

固定負債合計 1,048,701 1,067,411 

負債合計 3,315,782 3,176,966 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,385,709 1,385,709 

資本剰余金 1,997,995 1,997,995 

利益剰余金 2,001,338 2,119,922 

自己株式 △3,146 △3,168 

株主資本合計 5,381,897 5,500,459 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,840 11,097 

繰延ヘッジ損益 △69,277 △27,682 

為替換算調整勘定 △18,475 △14,386 

その他の包括利益累計額合計 △78,912 △30,971 

新株予約権 4,108 4,108 

純資産合計 5,307,094 5,473,596 

負債純資産合計 8,622,876 8,650,563 
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,851,886 4,579,026 

売上原価 3,920,456 3,500,466 

売上総利益 931,430 1,078,560 

販売費及び一般管理費 816,254 861,558 

営業利益 115,175 217,001 

営業外収益   

受取利息 3,959 3,816 

受取配当金 3,133 2,112 

仕入割引 16,784 8,849 

不動産賃貸料 16,902 16,902 

その他 2,216 8,509 

営業外収益合計 42,994 40,190 

営業外費用   

支払利息 8,159 12,497 

不動産賃貸費用 11,588 10,211 

その他 3,816 9,300 

営業外費用合計 23,564 32,009 

経常利益 134,605 225,182 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 312 － 

特別利益合計 312 － 

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,695 － 

固定資産除却損 － 595 

特別損失合計 1,695 595 

税金等調整前四半期純利益 133,222 224,586 

法人税、住民税及び事業税 17,593 5,332 

法人税等調整額 △14,447 41,279 

法人税等合計 3,145 46,611 

少数株主損益調整前四半期純利益 130,076 177,974 

四半期純利益 130,076 177,974 
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 130,076 177,974 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,791 11,097 

繰延ヘッジ損益 22,437 △27,682 

為替換算調整勘定 △13,051 △14,386 

その他の包括利益合計 17,177 △30,971 

四半期包括利益 147,254 147,003 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 147,254 147,003 
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６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 133,222 224,586 

減価償却費 38,872 32,370 

受取利息及び受取配当金 △7,092 △5,928 

支払利息 8,159 12,497 

売上債権の増減額（△は増加） △921,124 259,095 

たな卸資産の増減額（△は増加） 53,423 △147,999 

仕入債務の増減額（△は減少） 258,066 △88,874 

その他 17,917 △7,943 

小計 △418,554 277,803 

利息及び配当金の受取額 6,980 5,966 

利息の支払額 △6,504 △10,717 

法人税等の支払額 △9,966 △19,555 

営業活動によるキャッシュ・フロー △428,046 253,497 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,530 △5,449 

無形固定資産の取得による支出 － △12,950 

その他 2,081 △6,185 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,448 △24,585 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 300,000 300,000 

長期借入金の返済による支出 △293,808 △220,358 

社債の償還による支出 △50,100 △82,100 

配当金の支払額 △23,044 △60,327 

その他 △1,218 △3,616 

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,171 △66,401 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,048 2,068 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △498,617 164,579 

現金及び現金同等物の期首残高 1,637,474 2,391,843 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,138,857 2,556,422 
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  該当事項はありません。 

     

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６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）

（注）１．セグメント利益の調整額にはセグメント間取引消去916千円が含まれております。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６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）

（注）１．セグメント利益の調整額にはセグメント間取引消去94千円が含まれております。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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。 

     

 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

  

  

電子機器及び 

工作機械等 
光電子装置 計 

調整額 

（注）1 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）2 

売上高            

 外部顧客への売上高   4,578,171   273,715  4,851,886   －   4,851,886

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  73  73  △73  －

計  4,578,171  273,788  4,851,959  △73  4,851,886

セグメント利益  98,219  16,039  114,259  916  115,175

  

  

電子機器及び 

工作機械等 
光電子装置 計 

調整額 

（注）1 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）2 

売上高            

 外部顧客への売上高   4,363,184   215,842  4,579,026   －   4,579,026

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,363,184  215,842  4,579,026  －  4,579,026

セグメント利益  208,716  8,190  216,906  94  217,001

（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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