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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

当社は、平成24年10月１日付にて普通株式１株につき200株の割合をもって株式分割を行っております。このため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が
行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。 

(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 ％

25年3月期第2四半期 11,497 △2.1 2,250 △15.8 2,085 △16.2 1,351 △12.8
24年3月期第2四半期 11,748 3.5 2,674 47.6 2,487 70.4 1,548 67.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,494百万円 （△18.5％） 24年3月期第2四半期 1,833百万円 （186.4％）

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2四半期 32.59 31.66
24年3月期第2四半期 37.36 36.84

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 27,240 20,690 75.6
24年3月期 26,572 19,616 73.5
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  20,590百万円 24年3月期  19,521百万円

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  
当社は、平成24年10月１日付にて普通株式１株につき200株の割合をもって株式分割を行っております。このため、平成25年３月期（予想）の期末配当及び年間
配当は、当該株式分割を考慮しております。なお、平成24年３月期の配当実績につきましては、当該株式分割を考慮しておりません。 

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 ― 2,000.00 2,000.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 10.00 10.00

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、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  ：  有  
当社は、平成24年10月１日付にて普通株式１株につき200株の割合をもって株式分割を行っております。このため、平成25年３月期の連結業績予想における１
株当たり当期純利益については、当該株式分割を考慮しております。 

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 22,200 3.8 3,900 △9.8 3,700 △13.0 2,400 △12.1 57.90



(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 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積の変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(注)当社は、平成24年10月１日付にて普通株式１株につき200株の割合をもって株式分割を行っております。このため、前連結会計年度の期首に当該株式
分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

※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 
１．平成24年５月11日に公表しました平成25年３月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を
ご参照ください。 
２．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）３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。 
３．当社は、平成24年10月１日付にて普通株式１株につき200株の割合をもって株式分割を行っております。このため、平成25年３月期の連結業績予想における
１株当たり当期純利益の算出において、当該株式分割を考慮した41,450,000株を期中平均株式数として使用しております。 

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 41,450,000 株 24年3月期 41,450,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 41,450,000 株 24年3月期2Q 41,450,000 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、価格は底ばいを続けております。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

依然好調でした。また、車載向けLCDパネルについては、当第２四半期までは国内外における自動車生産の

増加を受け好調でした。フロントプロジェクターの生産についても、今春以降、教育向けの中国をはじめ

とする新興国向けが増加いたしました。しかし、今年度後半にかけて、欧州景気減速と新興国の成長鈍化

が予想されており、今後は不透明な状況となっております。 

 

このような環境の中、当第２四半期連結累計期間の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、主に産業用及び車載用LCDパネルに使用される高耐久染料系偏光フィルムの販売が前年同期に比

べ増加しましたが、増加を続けてきた、車載用LCDパネル向けの温度追従型楕円偏光フィルムが伸び悩みま

した。精密加工事業におきましては、主にプロジェクタ部材に使用される無機偏光板ProFluxの販売が好調

でしたが、有機系液晶プロジェクタ部材は前年同期に比べ減少しました。また、X線分析装置部材の販売は

得意先の在庫調整及び新製品開発の遅れにより前年同期比微減となりました。 

利益につきましては、一連の内製化及び生産効率の向上により新塗工工場の初期減価償却費の増加はほ

ぼ吸収できましたが、液晶プロジェクタ関連部材の値下がりや販売費及び一般管理費における研究開発費

が増加し、利益を押し下げております。 

 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は114億97百万円（前年同四半期比2.1％減）、営

業利益は22億50百万円（前年同四半期比15.8％減）、経常利益は20億85百万円（前年同四半期比16.2％

減）、四半期純利益は13億51百万円（前年同四半期比12.8％減）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四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６億67百万円増加し、272億40百万円

となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加11億77百万円、商品及び製品の増加４億65百万

円、設備投資に伴う有形固定資産の増加２億86百万円、法人税及び株主配当金の支払等による現金及び預

金の減少８億82百万円、原材料及び貯蔵品の減少１億73百万円であります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ４億６百万円減少し、65億49百万円と

なりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少２億35百万円、設備関連支払債務の減少等によるそ

の他流動負債の減少２億57百万円、長期借入金の減少２億57百万円、未払法人税等の増加１億31百万円、

賞与引当金の増加１億75百万円であります。 

当第２四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10億74百万円

増加し、206億90百万円となりました。主な要因は、四半期純利益13億51百万円、為替換算調整勘定の増加

１億32百万円、株主配当金の支払による減少４億14百万円であります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、51億62百万円

（前年同四半期は62億86百万円）となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ

ーの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、８億61百万円（前年同四半期は資

金の増加14億41百万円）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益20億81百万円、減価償

却費８億10百万円、売上債権の増加11億34百万円、たな卸資産の増加３億31百万円、仕入債務の減少２

億88百万円、賞与引当金の増加１億75百万円、法人税等の支払額７億25百万円であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、12億45百万円（前年同四半期は資

金の減少14億54百万円）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出12億45百万円であ

ります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、６億22百万円（前年同四半期は資

金の減少４億74百万円）となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出２億20百万円、配当

金の支払額４億２百万円であります。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

近の業績の動向を踏まえ、平成24年５月11日に公表いたしました平成25年３月期の業績予想を修正い

たしました。当第３四半期以降の世界景気減速懸念の影響により、連結業績の停滞を見込んでおります。 

当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。 

 

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 

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） 

当社は、法人税法の改正に伴い、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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四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

四半期純利益はそれぞれ3,507千円増加しております。 
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,631,872 4,749,109

受取手形及び売掛金 4,390,850 5,568,124

有価証券 494,230 413,130

商品及び製品 1,309,708 1,775,330

仕掛品 1,486,920 1,544,938

原材料及び貯蔵品 2,196,461 2,022,541

その他 1,156,001 1,080,971

貸倒引当金 △15,879 △15,933

流動資産合計 16,650,164 17,138,212

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,804,967 3,836,741

機械装置及び運搬具（純額） 2,640,629 2,368,822

その他（純額） 2,250,231 2,777,056

有形固定資産合計 8,695,828 8,982,620

無形固定資産   

のれん 325,750 258,990

その他 625,234 608,668

無形固定資産合計 950,985 867,659

投資その他の資産   

その他 339,075 253,429

貸倒引当金 △63,645 △1,829

投資その他の資産合計 275,430 251,599

固定資産合計 9,922,243 10,101,879

資産合計 26,572,408 27,240,092

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,689,478 2,453,794

1年内返済予定の長期借入金 440,000 477,500

未払法人税等 755,602 887,104

賞与引当金 236,621 412,348

役員賞与引当金 16,000 24,000

その他 1,335,421 1,078,376

流動負債合計 5,473,123 5,333,123
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 940,000 682,500

退職給付引当金 25,303 35,335

その他 517,767 498,600

固定負債合計 1,483,070 1,216,435

負債合計 6,956,193 6,549,558

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 15,415,034 16,351,592

株主資本合計 21,272,101 22,208,659

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △1,750,177 △1,617,909

その他の包括利益累計額合計 △1,750,177 △1,617,909

少数株主持分 94,290 99,783

純資産合計 19,616,214 20,690,533

負債純資産合計 26,572,408 27,240,092
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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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 11,748,140 11,497,621

売上原価 6,764,089 6,771,640

売上総利益 4,984,051 4,725,981

販売費及び一般管理費 2,309,835 2,475,608

営業利益 2,674,215 2,250,372

営業外収益   

受取利息 1,821 1,950

原子力立地給付金 7,650 8,100

その他 12,531 18,742

営業外収益合計 22,002 28,793

営業外費用   

支払利息 8,066 6,213

為替差損 196,932 177,728

その他 4,080 9,898

営業外費用合計 209,079 193,840

経常利益 2,487,138 2,085,325

特別利益   

固定資産売却益 3,634 －

持分変動利益 10,009 6,113

特別利益合計 13,644 6,113

特別損失   

固定資産除却損 6,691 10,117

特別損失合計 6,691 10,117

税金等調整前四半期純利益 2,494,090 2,081,321

法人税、住民税及び事業税 1,081,575 833,343

法人税等調整額 △144,829 △112,989

法人税等合計 936,746 720,353

少数株主損益調整前四半期純利益 1,557,344 1,360,968

少数株主利益 8,415 9,910

四半期純利益 1,548,928 1,351,058
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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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,557,344 1,360,968

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 276,601 133,878

その他の包括利益合計 276,601 133,878

四半期包括利益 1,833,945 1,494,846

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,826,664 1,483,326

少数株主に係る四半期包括利益 7,281 11,519
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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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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 2,494,090 2,081,321

減価償却費 489,824 810,403

のれん及び負ののれん償却額 78,836 77,632

賞与引当金の増減額（△は減少） 106,331 175,727

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,900 8,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,873 10,031

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,258 △164

受取利息及び受取配当金 △1,821 △1,950

支払利息 8,066 6,213

為替差損益（△は益） 181,536 13,894

有形固定資産除却損 3,208 9,734

持分変動損益（△は益） △10,009 △6,113

売上債権の増減額（△は増加） 495,992 △1,134,524

たな卸資産の増減額（△は増加） △622,329 △331,707

仕入債務の増減額（△は減少） △743,181 △288,117

前払年金費用の増減額（△は増加） 22,824 21,896

その他 △113,288 115,694

小計 2,349,796 1,567,972

利息及び配当金の受取額 1,821 1,950

利息の支払額 △7,996 △6,323

法人税等の支払額 △901,991 △725,061

法人税等の還付額 356 22,970

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,441,986 861,508

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 △1,451,471 △1,245,217

有形固定資産の売却による収入 1,850 －

無形固定資産の取得による支出 △4,300 △358

その他 △437 134

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,454,358 △1,245,441

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △37,380 －

長期借入金の返済による支出 △161,000 △220,000

配当金の支払額 △296,627 △402,548

少数株主への配当金の支払額 △6,948 △10,703

その他 27,618 11,235

財務活動によるキャッシュ・フロー △474,337 △622,016

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,016 42,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △471,694 △963,862

現金及び現金同等物の期首残高 6,758,501 6,126,102

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,286,807 5,162,240
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年９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 
 

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 6,913,979 4,834,161 11,748,140 － 11,748,140

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

1,164,319 － 1,164,319 △1,164,319 －

計 8,078,299 4,834,161 12,912,460 △1,164,319 11,748,140

セグメント利益 1,838,228 835,986 2,674,215 － 2,674,215

(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２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年９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 
 

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 6,721,611 4,776,009 11,497,621 － 11,497,621

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

1,613,472 － 1,613,472 △1,613,472 －

計 8,335,084 4,776,009 13,111,094 △1,613,472 11,497,621

セグメント利益 1,778,086 472,285 2,250,372 － 2,250,372

(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。 

 

(6) 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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