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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） 

 

(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 7,377 26.3 962 85.9 966 96.1 582 110.5
24年3月期第2四半期 5,841 0.6 517 △23.0 492 △25.4 276 △13.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 599百万円 （127.8％） 24年3月期第2四半期 263百万円 （12.7％）

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 165.19 ―
24年3月期第2四半期 78.48 ―

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 13,801 6,763 48.9
24年3月期 13,196 6,256 47.4
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  6,752百万円 24年3月期  6,259百万円

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  
平成25年3月期期末配当の内訳は、普通配当35円、記念配当10円です。 

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 ― 30.00 ― 30.00 60.00
25年3月期 ― 35.00
25年3月期（予想） ― 45.00 80.00

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  ：  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 15,000 22.3 1,700 53.7 1,700 58.3 950 28.9 269.33



(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
半期財務諸表のレビュー手続き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。 

※  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 3,527,400 株 24年3月期 3,527,400 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 133 株 24年3月期 133 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 3,527,267 株 24年3月期2Q 3,527,281 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、東日本大震災の復興需要を背景に、緩やかな景気回復基調

となりましたが、長引く円高の影響もあり、先行きは予断を許さぬ状況にあります。また、世界経済におきまし

ても、長期化する欧州債務問題、中国経済の減速など先行きは不透明な状況で推移しております。 

 このような状況のもと、当社グループの業績は、海外における薬品及び装置の販売が好調に推移したことによ

り、売上高は7,377百万円（前年同期比26.3％増）となりました。この結果、営業利益は962百万円（前年同期比

85.9％増）、経常利益は966百万円（前年同期比96.1％増）、四半期純利益は582百万円（前年同期比110.5％増）

とそれぞれ前年同期を上回りました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（薬品事業） 

 薬品事業におきましては、韓国、中国、台湾におけるプリント配線板用めっき薬品の販売が伸長し、売上高は

5,276百万円（前年同期比3.1％増）となりました。この結果、セグメント利益は、1,442百万円（前年同期比

19.3％増）となりました。 

   

（装置事業） 

 装置事業におきましては、海外向けめっき装置の販売が好調であり、売上高は1,692百万円（前年同期比

181.4％増）となりました。この結果、セグメント利益は、171百万円（前年同期はセグメント損失67百万円）と

なりました。 

   

（新規事業） 

 新規事業におきましては、プラズマ装置販売、太陽光パネル設置が順調に推移し、売上高は408百万円（前年同

期比229.6％増）となりましたが、販売費および一般管理費をまかなうまでには至らず、セグメント損失は、143

百万円（前年同期はセグメント損失198百万円）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況  

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、604百万円増加し、13,801百万円とな

りました。 

 流動資産は、受取手形及び売掛金の増加等により、704百万円増加し、9,161百万円となりました。 

 固定資産は、商号変更に伴う社名使用許諾料の早期償却によるその他固定資産の減少等により、99百万円減少

し、4,639百万円となりました。  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ、98百万円増加し、7,038百万円となり

ました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金や未払法人税等の増加等により、397百万円増加し、4,687百万円となりまし

た。 

 固定負債は、借入金返済による長期借入金の減少等により、299百万円減少し、2,350百万円となりました。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、506百万円増加し、6,763百万円とな

りました。 

  

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、前連結会計年度末に比

べ103百万円減少し、2,907百万円となりました。 

  

（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が965百万円となる一方で、法人税等の支払額171百万円となったこと等により、営

業活動によるキャッシュ・フローは、611百万円（前年同期比115.2％増)となりました。 

   

（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等により、投資活動によるキャッシュ・フローは△163百万円（前年同期比

１．当四半期決算に関する定性的情報



62.1％減）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

長期借入金の返済による支出や配当金の支払等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△570百万円

（前年同期比61.3％増）となりました。 

   

（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８月３日の「平成25年３月期 第１四半期決算短信」で公表いたしまし

た通期の連結業績予想から変更ありません。 

 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。 

    

（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 

（減価償却方法の変更） 

 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、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。これにより、当第２四半期連結累計

期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 3,374,538 3,337,666

受取手形及び売掛金 3,107,772 4,265,463

有価証券 73,860 －

商品及び製品 595,506 521,908

仕掛品 278,491 76,176

原材料及び貯蔵品 238,584 266,615

繰延税金資産 235,861 270,957

その他 580,621 464,903

貸倒引当金 △27,747 △41,808

流動資産合計 8,457,489 9,161,883

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,735,954 1,739,205

機械装置及び運搬具（純額） 365,815 336,546

工具、器具及び備品（純額） 237,726 246,683

土地 522,824 522,824

リース資産（純額） 137,396 131,502

建設仮勘定 20,583 61,569

有形固定資産合計 3,020,300 3,038,332

無形固定資産   

のれん 229,447 209,880

その他 41,419 33,468

無形固定資産合計 270,866 243,348

投資その他の資産   

投資有価証券 913,919 858,395

繰延税金資産 259,495 276,105

その他 308,473 236,423

貸倒引当金 △33,813 △13,198

投資その他の資産合計 1,448,075 1,357,727

固定資産合計 4,739,242 4,639,407

資産合計 13,196,732 13,801,291



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,188,478 2,353,485

短期借入金 78,988 62,308

1年内返済予定の長期借入金 799,008 705,008

リース債務 9,068 7,637

未払法人税等 157,208 414,113

賞与引当金 253,155 292,696

前受金 207,201 254,956

繰延税金負債 1,311 5,933

その他 596,098 591,716

流動負債合計 4,290,517 4,687,857

固定負債   

長期借入金 1,628,360 1,283,356

リース債務 156,254 152,388

退職給付引当金 612,573 661,511

資産除去債務 171,002 172,939

その他 81,291 80,042

固定負債合計 2,649,481 2,350,238

負債合計 6,939,999 7,038,095

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,176,255 1,176,255

資本剰余金 1,128,904 1,128,904

利益剰余金 4,522,747 4,999,594

自己株式 △219 △219

株主資本合計 6,827,688 7,304,534

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △116,815 △152,455

為替換算調整勘定 △451,335 △399,856

その他の包括利益累計額合計 △568,151 △552,311

少数株主持分 △2,803 10,972

純資産合計 6,256,733 6,763,195

負債純資産合計 13,196,732 13,801,291



（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 5,841,932 7,377,652

売上原価 2,965,414 3,840,017

売上総利益 2,876,518 3,537,634

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 719,874 799,838

賞与 226,078 256,493

退職給付費用 53,699 64,443

減価償却費 115,993 173,650

貸倒引当金繰入額 4,831 13,777

その他 1,238,125 1,266,724

販売費及び一般管理費合計 2,358,602 2,574,929

営業利益 517,916 962,705

営業外収益   

受取利息 6,367 11,537

受取配当金 9,343 9,417

助成金収入 5,304 250

受取保険金 1,040 －

その他 1,666 5,291

営業外収益合計 23,722 26,497

営業外費用   

支払利息 19,180 17,620

為替差損 16,331 3,070

持分法による投資損失 12,162 221

その他 1,162 1,696

営業外費用合計 48,836 22,608

経常利益 492,801 966,593

特別利益   

固定資産売却益 2,037 1,125

特別利益合計 2,037 1,125

特別損失   

固定資産売却損 659 －

固定資産除却損 422 1,761

投資有価証券売却損 11,914 －

本社移転費用 22,559 －

特別損失合計 35,555 1,761

税金等調整前四半期純利益 459,283 965,958

法人税、住民税及び事業税 121,767 411,762

法人税等調整額 56,531 △30,285

法人税等合計 178,299 381,476

少数株主損益調整前四半期純利益 280,984 584,481

少数株主利益 4,168 1,816

四半期純利益 276,815 582,664



（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 280,984 584,481

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △54,432 △35,639

為替換算調整勘定 34,594 51,470

持分法適用会社に対する持分相当額 2,258 △313

その他の包括利益合計 △17,580 15,517

四半期包括利益 263,403 599,998

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 258,267 598,504

少数株主に係る四半期包括利益 5,136 1,493



（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 459,283 965,958

減価償却費 178,557 242,103

のれん償却額 38,348 38,244

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,831 △6,937

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,226 39,865

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,315 48,750

受取利息及び受取配当金 △15,711 △20,955

支払利息 19,180 17,620

為替差損益（△は益） 15,615 11,995

持分法による投資損益（△は益） 12,162 221

固定資産売却損益（△は益） △1,377 △1,125

固定資産除却損 422 1,761

投資有価証券売却損益（△は益） 11,914 －

本社移転費用 22,559 －

売上債権の増減額（△は増加） 132,624 △1,118,586

前受金の増減額（△は減少） 109,634 42,617

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,933 290,140

仕入債務の増減額（△は減少） △135,774 94,964

前渡金の増減額（△は増加） 4,657 18,821

その他 △180,333 46,117

小計 687,201 711,576

利息及び配当金の受取額 15,994 20,483

利息の支払額 △19,160 △17,690

法人税等の支払額 △400,124 △171,726

法人税等の還付額 － 68,359

営業活動によるキャッシュ・フロー 283,910 611,002

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △24,736 △60,845

有価証券の売却による収入 － 75,780

有形固定資産の取得による支出 △136,455 △180,347

有形固定資産の売却による収入 2,037 2,811

無形固定資産の取得による支出 △10,502 △4,570

投資有価証券の取得による支出 △209,599 △385

投資有価証券の売却による収入 21,244 －

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得によ
る収入

－ 9,945

その他 △72,766 △5,651

投資活動によるキャッシュ・フロー △430,778 △163,263



（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) 

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） △13,922 △18,784

長期借入れによる収入 150,000 －

長期借入金の返済による支出 △373,986 △439,004

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △10,041 △6,947

配当金の支払額 △105,531 △105,573

財務活動によるキャッシュ・フロー △353,481 △570,309

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,675 18,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △498,673 △103,885

現金及び現金同等物の期首残高 2,142,011 3,011,731

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,643,338 2,907,846



該当事項はありません。   

   

   

株主資本の金額は、前連結会計年度末に比して著しい変動がないため、記載を省略しております。 

   

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 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）

 （注）１．調整額の内容は次のとおりであります。 

セグメント利益            （単位：千円） 

※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。 

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 （単位：千円）

 減損損失の調整額11,828千円は、平成23年11月に予定しております当社本社の移転に伴うものでありま

す。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  
報告セグメント 調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

薬品事業 装置事業 新規事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  5,116,413 601,519 123,999 5,841,932  － 5,841,932

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 － － － －  － －

計  5,116,413 601,519 123,999 5,841,932  － 5,841,932

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 1,209,006 △67,078 △198,575 943,351  △425,435 517,916

  前第２四半期連結累計期間 

セグメント間取引消去  －

全社費用※  △425,435

合計  △425,435

報告セグメント 
調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 薬品事業 装置事業 新規事業 計 

減損損失  －  －  －  －  11,828  11,828



Ⅱ 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）

 （注）１．調整額の内容は次のとおりであります。 

セグメント利益            （単位：千円） 

※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。 

      ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 北京万捷賢貿易有限公司（現 傑希優（北京）貿易有限公司）の出資持分の51％を取得したことにより、

「薬品事業」セグメントにおいて、のれんが発生しております。なお当該事象によるのれんの増加額は、当

第２四半期連結累計期間において18,677千円であります。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 第１四半期連結会計期間より、業務拡大及び業務効率化を目的とした会社組織の変更に伴い、報告セグ

メントを従来の「薬品事業」「海外事業」「装置事業」「新事業」の４事業から、「薬品事業」「装置事

業」「新規事業」の３事業とすることといたしました。 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づき

作成したものを開示しております。    

  
報告セグメント 調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

薬品事業 装置事業 新規事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  5,276,035 1,692,952 408,664 7,377,652  － 7,377,652

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 － － － －  － －

計  5,276,035 1,692,952 408,664 7,377,652  － 7,377,652

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 1,442,281 171,112 △143,444 1,469,948  △507,243 962,705

  当第２四半期連結累計期間 

セグメント間取引消去  81

全社費用※  △507,324

合計  △507,243
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