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(百万円未満切捨て) 

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績(平成24年４月１日～平成24年６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 ％ 

25年３月期第１四半期 1,430 － 90 － 106 － 56 － 
24年３月期第１四半期 － － － － － － － － 

(注)包括利益 25年３月期第１四半期 79百万円(－％) 24年３月期第１四半期 －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 

25年３月期第１四半期 21.38 － 
24年３月期第１四半期 － － 

(注)当社は、平成24年３月期第１四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成24年３月期
第１四半期の記載及び平成25年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。 

 
(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 ％ 

25年３月期第１四半期 8,557 6,810 79.6 
24年３月期 8,885 6,985 78.6 

(参考)自己資本  25年３月期第１四半期 6,810百万円 24年３月期 6,985百万円 

 
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 

24年３月期 － － － 87.00 87.00 
25年３月期 －      
25年３月期(予想)  －  － 97.00 97.00 

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 
 
３．平成25年３月期の連結業績予想(平成24年４月１日～平成25年３月31日) 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 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 

第２四半期(累計) 4,605 △3.9 506 △14.3 514 △6.2 324 1.5 121.49 
通   期 10,001 3.4 1,390 3.1 1,371 4.6 863 22.0 323.82 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 
 
 
 
 
 
 
 



※ 注記事項 
(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)：無 

新規  －社  (社名) 、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 ：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 ：有 
④ 修正再表示 ：無 
(注) 詳細は、【添付資料】P.2「２．サマリー情報(その他)に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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) 25年３月期１Ｑ 2,668,320株  24年３月期 2,668,320株  
② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 10,960株  24年３月期 960株 
③ 期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期１Ｑ 2,664,860株  24年３月期１Ｑ －株 
(注) 当社は、平成24年３月期第１四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成24

年第１四半期の期中平均株式数の記載をしておりません。 
 
※ 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、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に対する四半期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、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。 
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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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景として緩やかな

回復傾向が示されつつありますが、欧米諸国の不安定要因や円高の長期化、国内電力供給不足が懸念されるな

ど、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

このような状況の中で、電子デバイス業界におきましては、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの市況価格下落に

よる全体的な減速が見られるものの、スマートフォンやタブレット端末向けなどの需要は引き続き継続し、そ

れに伴い生産活動は堅調に推移しました。 

当社グループのエレクトロニクス関連事業においては、半導体工場及び液晶工場での新規設備投資は様子見

の傾向となりましたが、生産活動は堅調であったことからオペレーション部門については概ね順調に推移しま

した。また、グラフィックスソリューション事業においては、新規案件受注が伸び悩んだものの既存顧客への

販売は順調に推移しました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は1,430百万円、営業利益は90百万円、経常利益は106

百万円、四半期純利益は56百万円となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①エレクトロニクス関連事業 

当セグメントにおいては、売上高は1,313百万円、セグメント利益は196百万円となりました。 

②グラフィックスソリューション事業 

当セグメントにおいては、売上高は116百万円、セグメント利益は13百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は8,557百万円(前連結会計年度比3.7％減)となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ483百万円減少し、6,042百万円(前連結会計年度比7.4％減)となりま

した。これは主に仕掛品が174百万円増加しましたが、現金及び預金が260百万円減少、受取手形及び売掛金が

485百万円減少したことによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ155百万円増加し、2,515百万円(前連結会計年度比6.6％増)となりま

した。これは主に投資その他資産が85百万円増加、有形固定資産が71百万円増加したことによります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ131百万円減少し、1,647百万円(前連結会計年度比7.4％減)となりま

した。これは主に未払費用が121百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が351百万円減少 、未払法人税

等が288百万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21百万円減少し、99百万円(前連結会計年度比17.8％減)となりました。

これは主にデリバティブ債務が17百万円減少、長期借入金が9百万円減少したことによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ174百万円減少し、6,810百万円(前連結会計年度比2.5％減)となりまし

た。これは利益剰余金が175百万円減少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 

連結業績予想につきましては、平成24年５月11日付「平成24年３月期決算短信」にて公表いたしました連結

業績予想から修正を行っておりません。なお、業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、

実際の数値は今後様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。 

 

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 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,069,673 1,809,055

受取手形及び売掛金 3,344,640 2,859,222

商品及び製品 147,092 135,233

仕掛品 566,773 741,375

原材料及び貯蔵品 237,440 242,157

繰延税金資産 140,608 153,969

その他 68,999 145,142

貸倒引当金 △49,657 △43,827

流動資産合計 6,525,569 6,042,329

固定資産   

有形固定資産 762,222 833,264

無形固定資産 51,413 50,771

投資その他の資産   

長期預金 1,300,000 1,300,000

その他 246,235 331,536

投資その他の資産合計 1,546,235 1,631,536

固定資産合計 2,359,872 2,515,572

資産合計 8,885,441 8,557,902

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 911,964 560,199

1年内返済予定の長期借入金 39,996 39,996

未払金 135,897 78,550

未払費用 129,281 250,351

未払法人税等 329,514 41,324

繰延税金負債 3,027 4,896

賞与引当金 131,550 67,716

その他 97,958 604,912

流動負債合計 1,779,191 1,647,947

固定負債   

長期借入金 20,018 10,019

デリバティブ債務 53,043 35,194

退職給付引当金 45,924 52,053

資産除去債務 700 702

その他 1,200 1,366

固定負債合計 120,886 99,336

負債合計 1,900,077 1,747,284
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 528,446 528,446

資本剰余金 931,177 931,177

利益剰余金 5,602,339 5,427,255

自己株式 △778 △23,168

株主資本合計 7,061,184 6,863,710

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,637 4,074

繰延ヘッジ損益 128 △20

為替換算調整勘定 △73,310 △57,147

その他の包括利益累計額合計 △75,820 △53,093

純資産合計 6,985,363 6,810,617

負債純資産合計 8,885,441 8,557,902
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,430,046

売上原価 1,053,503

売上総利益 376,542

販売費及び一般管理費 285,627

営業利益 90,915

営業外収益  

受取利息 2,099

受取配当金 11

デリバティブ評価益 2,495

受取賃貸料 3,060

為替差益 6,542

その他 2,237

営業外収益合計 16,447

営業外費用  

支払利息 180

不動産賃貸費用 366

その他 127

営業外費用合計 673

経常利益 106,689

特別利益  

固定資産売却益 238

特別利益合計 238

特別損失  

固定資産除売却損 195

投資有価証券評価損 5,109

特別損失合計 5,304

税金等調整前四半期純利益 101,623

法人税、住民税及び事業税 58,176

法人税等調整額 △13,530

法人税等合計 44,646

少数株主損益調整前四半期純利益 56,976

少数株主利益 －

四半期純利益 56,976
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４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 56,976

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 6,712

繰延ヘッジ損益 △148

為替換算調整勘定 16,162

その他の包括利益合計 22,726

四半期包括利益 79,703

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 79,703

少数株主に係る四半期包括利益 －
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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) 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４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) 

 

報告セグメント 

合計 エレクトロニクス

関連事業 

グラフィックスソリ

ューション事業 

売上高    

  外部顧客への売上高 1,313,971 116,075 1,430,046 

  セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － 

計 1,313,971 116,075 1,430,046 

セグメント利益 196,065 13,395 209,461 

 

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) 

利    益 金    額 

報告セグメント計 209,461 

全社費用（注） △119,481 

その他 935 

四半期連結損益計算書の営業利益 90,915 

(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 報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当第

１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。 

これによる、当第１四半期連結累計期間の「エレクトロニクス関連事業」のセグメント利益に与える影響は軽

微であり、「グラフィックスソリューション事業」のセグメント利益に与える影響はありません。 

 

(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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