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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 40,321 △0.7 1,675 △42.0 1,576 △45.9 583 △45.9
24年3月期第2四半期 40,623 △8.4 2,889 △27.3 2,915 △23.4 1,079 △46.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 165百万円 （△82.1％） 24年3月期第2四半期 923百万円 （△41.1％）

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 5.73 ―
24年3月期第2四半期 10.96 ―

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2四半期 110,146 75,689 66.9 723.10
24年3月期 110,721 75,955 66.8 726.18
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 73,645百万円 24年3月期 73,959百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ― 4.00
25年3月期（予想） ― 4.00 8.00

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

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 82,000 3.6 3,200 △20.9 3,000 △26.5 1,400 △65.3 13.75



(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 ： 有
（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続きは終了しております。

※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。
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料２ページの「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） 25年3月期2Q 104,939,559 株 24年3月期 104,939,559 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,093,342 株 24年3月期 3,091,861 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 101,847,116 株 24年3月期2Q 98,477,019 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 

 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州における債務危機や新興国経済の成長鈍化

に伴う世界景気の減速の影響を受け、生産や輸出が弱い動きを見せたほか、個人消費も伸び悩むなど、

厳しい状況が続きました。 

このような状況のもと、当グループにおきましては、引き続き高品質・高付加価値製品の販売強化

に加え、原材料高騰に伴う販売価格の是正に努めました。しかし、電子材料向け製品などが本格的な

需要回復には至らず、当第２四半期連結累計期間の売上高は40,321百万円と前年同四半期に比べ△301

百万円（△0.7％）の減収となりました。また、損益面におきましては、販売減少により工場稼働率が

大幅に低下したため、営業利益は1,675百万円と前年同四半期に比べ△1,214百万円（△42.0％）の減

益、経常利益は1,576百万円と前年同四半期に比べ△1,339百万円（△45.9％）の減益、四半期純利益

は583百万円と前年同四半期に比べ△495百万円（△45.9％）の減益となりました。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 

総資産は110,146百万円と前連結会計年度末に比べ574百万円減少しました。これは主とし

て受取手形及び売掛金や原材料及び貯蔵品が増加したものの、商品及び製品や投資有価証券

が減少したことによるものです。負債は34,457百万円と前連結会計年度末に比べ308百万円

減少しました。これは主として長期借入金が減少したことによるものです。また、少数株主

持分を除く純資産は73,645百万円となり、前連結会計年度末に比べ314百万円減少しました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 

平成25年３月期の通期の連結業績予想につきましては、業績の動向や経営環境等を踏まえ

て見直しを行った結果、平成24年５月10日に公表いたしました連結業績予想を修正しており

ます。 

詳細は本日（平成24年11月８日）別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。                                 

      

 

  ２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。 
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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：百万円）

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 17,927 18,005

受取手形及び売掛金 24,726 25,105

商品及び製品 9,827 9,258

仕掛品 2,712 2,610

原材料及び貯蔵品 3,565 4,642

その他 1,949 1,146

貸倒引当金 △78 △86

流動資産合計 60,630 60,682

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,784 11,516

機械装置及び運搬具（純額） 6,234 6,522

土地 17,259 17,260

その他（純額） 1,505 1,466

有形固定資産合計 36,784 36,765

無形固定資産

のれん 2,220 2,165

その他 307 285

無形固定資産合計 2,528 2,450

投資その他の資産

投資有価証券 7,354 6,677

その他 3,437 3,580

貸倒引当金 △13 △9

投資その他の資産合計 10,777 10,248

固定資産合計 50,090 49,464

資産合計 110,721 110,146

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,424 9,593

短期借入金 10,527 10,559

未払法人税等 464 647

賞与引当金 1,173 1,207

その他の引当金 81 60

その他 3,797 3,887

流動負債合計 25,469 25,955

固定負債

長期借入金 3,062 2,385

退職給付引当金 4,638 4,590

その他の引当金 567 524

その他 1,026 1,001

固定負債合計 9,296 8,502

負債合計 34,765 34,457
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（単位：百万円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 21,838 21,838

資本剰余金 19,025 19,025

利益剰余金 33,102 33,278

自己株式 △800 △800

株主資本合計 73,166 73,342

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 824 374

繰延ヘッジ損益 1 △0

為替換算調整勘定 △33 △70

その他の包括利益累計額合計 793 303

少数株主持分 1,996 2,044

純資産合計 75,955 75,689

負債純資産合計 110,721 110,146
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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：百万円）

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 40,623 40,321

売上原価 31,173 31,944

売上総利益 9,449 8,377

販売費及び一般管理費 6,559 6,702

営業利益 2,889 1,675

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 82 91

負ののれん償却額 59 43

その他 140 69

営業外収益合計 285 207

営業外費用

支払利息 75 73

為替差損 124 9

休止固定資産減価償却費 11 138

その他 47 85

営業外費用合計 259 306

経常利益 2,915 1,576

特別利益

固定資産売却益 88 －

負ののれん発生益 5 －

特別利益合計 93 －

特別損失

投資有価証券評価損 273 36

減損損失 11 186

災害による損失 215 －

その他 8 13

特別損失合計 508 235

税金等調整前四半期純利益 2,500 1,340

法人税等 1,247 693

少数株主損益調整前四半期純利益 1,253 646

少数株主利益 173 62

四半期純利益 1,079 583
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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：百万円）

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 1,253 646

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △344 △452

繰延ヘッジ損益 △1 △4

為替換算調整勘定 16 △24

その他の包括利益合計 △329 △480

四半期包括利益 923 165

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 755 104

少数株主に係る四半期包括利益 168 61
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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）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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