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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 826 12.0 87 － 85 － 96 －

24年３月期第１四半期 737 △5.4 2 △83.7 △19 － △20 －

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 31百万円(―％) 24年３月期第１四半期 △45百万円(―％)

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 9 46 －
24年３月期第１四半期 △2 02 －

（２）連結財政状態

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

25年３月期第１四半期 5,068 3,782 73.9 367 94

24年３月期 5,631 3,749 66.0 364 87

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 3,746百万円 24年３月期 3,714百万円

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 ― 0 00 ― 0 00 0 00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) 0 00 ― 0 00 0 00

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、第２四半期(累計)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) 1,793 15.7 186 726.7 180 ― 171 ― 16 80

通期 3,710 21.8 274 ― 264 ― 222 ― 21 88

a-okada
MIPOXロゴ（青）

a-okada
FASFロゴ

a-okada
JASDAQロゴ



・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ますが、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

ります。

・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等については、添付

資料３ページ 「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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社 、 除外 ― 社 

（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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（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 10,696,320株 24年３月期１Ｑ 10,696,320株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 515,188株 24年３月期１Ｑ 515,068株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 10,181,142株 24年３月期１Ｑ 10,181,265株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間における事業環境は、東日本大震災からの経済活動の回復やタイの洪水に
より浸水被害を受けたメーカーの復旧などによる需要の回復がある一方、欧米諸国の財政不安や景気の
低迷、長期化する円高の影響を受け、不安定な状況が続きました。

当社グループでは、当期に向け新たな経営基本方針「業界をリードする製品事業の拡充」「受託事業
強化」「早い変化に対応できる経営基盤の整備」を策定し、各種取り組みを進めてまいりました。

「業界をリードする製品事業の拡充」では、前期の東日本大震災での売上減からの回復に加え「ロー
カルフィット戦略」による成果が現れてきております。「受託事業強化」では、受託案件の受注を含
め、着実に成果が出てきております。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は８億26百万円（前年同期比12.0%増）となり
ました。

損益面においては、工場稼働率向上に伴い売上総利益率が上昇し、営業利益87百万円（前年同期比85
百万円増）、経常利益85百万円（前年同期は19百万円の経常損失）となりました。
また、特別利益として旧昭島工場の一部売却による固定資産売却益39百万円を計上した結果、四半期純
利益96百万円（前年同期は20百万円の四半期純損失）となりました。

事業別売上につきましては、次のとおりであります。

・製品事業

製品事業の売上高は、７億74百万円（前年同期比8.4%増）となりました。
前期の東日本大震災での売上減からの回復に加え、「ローカルフィット戦略」による既存市場への

当社製品売上が増加しました。特に、半導体エッジ研磨装置、半導体プローブカードクリーニング用
シートの売上が増加しました。

・受託事業

受託事業の売上高は、51百万円（前年同期比125.8%増）となりました。受託案件の受注増加によ
り、売上が増加しました。

所在地別の業績は、次のとおりであります。

日本の売上高は、６億26百万円となりました。前期の東日本大震災での売上減からの回復に加
え、半導体エッジ研磨装置の売上、受託事業における受託案件の受注があり、売上が増加しまし
た。その結果、セグメント利益は59百万円となりました。

マレーシアの売上高は、３億78百万円となりました。「ローカルフィット戦略」の 重要分野で
あるハードディスク関連市場において、ポリッシングフィルムの売上が増加するとともに、洗浄
剤、スラリーにおいても前期同様の売上高となりました。その結果、セグメント利益は43百万円と
なりました。

中国の売上高は、１億86百万円となりました。「ローカルフィット戦略」の 重要分野である光
ファイバー関連市場において、その成果が着実に現れていることに加え、後述の当社グループ北米
拠点からの業務移管によるポリッシングフィルムの売上が増加しました。その結果、セグメント利
益は６百万円となりました。

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

① 事業別売上高の状況

② 所在地別売上高の状況

(ⅰ) 日本

(ⅱ) マレーシア

(ⅲ) 中国
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(ⅳ) 北米

北米の売上高は、39百万円となりました。当社グループの北米拠点においては、北米発の 先端
技術情報やその動向について、当社グループ内に情報提供を行う拠点として特化することを決め、
当社グループ内拠点に既存業務の移管を進めております。その結果、セグンメト損失は８百万円と
なりました。

(総資産)

当第１四半期連結会計期間末の総資産は50億68百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億63百万
円減少いたしました。主な内容は、土地の売却等による有形固定資産の減少５億73百万円等でありま
す。

(負債)

負債の部は12億85百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億96百万円減少いたしました。主な内
容は、短期借入金の減少５億68百万円等であります。

(純資産)

純資産の部は37億82百万円となり、前連結会計年度末に比べて33百万円増加いたしました。主な内容
は、四半期純利益の計上96百万円、為替換算調整勘定の減少65百万円等であります。

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、73.9％となりました。

今後の業績予想については、平成24年８月10日付「業績予想の修正に関するお知らせ」により、修正
いたしました。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

(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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、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。

該当事項はありません。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

連結財政状態

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 1,008,597 1,017,778

受取手形及び売掛金 794,038 885,173

商品及び製品 272,663 263,422

仕掛品 339,507 374,303

原材料及び貯蔵品 132,890 108,445

繰延税金資産 12,949 16,608

未収入金 22,915 29,618

その他 118,119 28,943

貸倒引当金 △2,396 △2,297

流動資産合計 2,699,284 2,721,996

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,563,589 4,541,868

機械装置及び運搬具 1,165,914 1,157,729

土地 1,053,575 515,267

その他 357,127 360,004

減価償却累計額 △4,250,535 △4,258,378

有形固定資産合計 2,889,672 2,316,490

無形固定資産 4,524 5,478

投資その他の資産

繰延税金資産 149 145

その他 44,546 30,796

貸倒引当金 △6,644 △6,644

投資その他の資産合計 38,051 24,296

固定資産合計 2,932,248 2,346,265

資産合計 5,631,532 5,068,262

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 188,881 207,226

短期借入金 858,000 290,000

1年内返済予定の長期借入金 117,085 115,965

未払法人税等 27,125 45,392

賞与引当金 50,670 75,550

その他 202,980 144,428

流動負債合計 1,444,743 878,563

固定負債

長期借入金 304,939 272,238

退職給付引当金 114,678 118,544
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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)

繰延税金負債 1,954 1,380

その他 15,741 14,943

固定負債合計 437,314 407,107

負債合計 1,882,058 1,285,670

純資産の部

株主資本

資本金 1,998,700 1,998,700

資本剰余金 2,953,700 2,953,700

利益剰余金 △719,528 △623,183

自己株式 △481,329 △481,334

株主資本合計 3,751,542 3,847,882

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △36,777 △101,815

その他の包括利益累計額合計 △36,777 △101,815

新株予約権 34,708 36,523

純資産合計 3,749,473 3,782,591

負債純資産合計 5,631,532 5,068,262
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

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 737,323 826,097

売上原価 442,059 458,891

売上総利益 295,263 367,205

販売費及び一般管理費 293,061 279,949

営業利益 2,202 87,256

営業外収益

受取利息 153 1,129

受取賃貸料 5,308 5,543

その他 1,289 670

営業外収益合計 6,751 7,343

営業外費用

支払利息 8,662 7,158

為替差損 18,426 182

その他 1,770 1,666

営業外費用合計 28,859 9,007

経常利益又は経常損失（△） △19,904 85,591

特別利益

有形固定資産売却益 1,688 39,460

特別利益合計 1,688 39,460

特別損失

固定資産除却損 303 835

会員権売却損 － 850

特別損失合計 303 1,685

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

△18,519 123,366

法人税、住民税及び事業税 11,045 31,775

法人税等調整額 △8,955 △4,754

法人税等合計 2,089 27,021

少数株主損益調整前四半期純利益又は
少数株主損益調整前四半期純損失（△）

△20,609 96,345

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,609 96,345

少数株主損益調整前四半期純利益又は
少数株主損益調整前四半期純損失（△）

△20,609 96,345

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △24,992 △65,037

その他の包括利益合計 △24,992 △65,037

四半期包括利益 △45,602 31,307

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △45,602 31,307

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。

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成23年４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

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引の消去、固定資産及びたな卸資産の未実現損益

の消去による調整額であります。

 ２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 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

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引の消去、固定資産及びたな卸資産の未実現損益

の消去による調整額であります。

 ２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

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

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額

(注１)

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額
(注２)

日本 マレーシア 中国 北米 合計

売上高

外部顧客への売上高 255,470 329,842 80,473 71,538 737,323 ─ 737,323

セグメント間の内部売上高
又は振替高

288,482 37,751 87,177 18,414 431,826 △431,826 ─

計 543,952 367,593 167,650 89,952 1,169,149 △431,826 737,323

セグメント利益又は損失(△) △10,595 22,554 6,888 △1,191 17,655 △15,453 2,202

(単位：千円)

報告セグメント

調整額

(注１)

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額
(注２)

日本 マレーシア 中国 北米 合計

売上高

外部顧客への売上高 321,739 335,548 145,438 23,371 826,097 ― 826,097

セグメント間の内部売上高
又は振替高

304,590 42,680 40,594 15,947 403,812 △403,812 ―

計 626,329 378,229 186,032 39,318 1,229,910 △403,812 826,097

セグメント利益又は損失(△) 59,752 43,133 6,440 △8,579 100,747 △13,491 87,256

（５）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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