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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 4,795 △4.8 269 △63.7 282 △63.3 210 △67.1
24年3月期第2四半期 5,036 11.3 743 4.8 771 7.8 639 △10.9

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 209百万円 （△65.9％） 24年3月期第2四半期 615百万円 （5.3％）

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 25.12 ―
24年3月期第2四半期 76.28 ―

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 24,267 16,632 68.5
24年3月期 25,717 16,548 64.3
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  16,632百万円 24年3月期  16,548百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
25年3月期 ― 15.00
25年3月期（予想） ― 15.00 30.00

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 10,000 7.4 780 △23.5 800 △25.5 760 △13.6 90.66



(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）詳細は、添付資料Ｐ．３「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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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が、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。 

※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条件に基づいており、
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。業績予想に関する事項については、四半期決算短信【添付資料】Ｐ．３「連結業績予想に関す
る定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  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 9,152,400 株 24年3月期 9,152,400 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 769,732 株 24年3月期 769,732 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 8,382,668 株 24年3月期2Q 8,382,668 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、東日本大震災の復興需要を背景とした持ち直しの動きがみ

られたものの、欧州債務問題の深刻化による欧米諸国の景気減速、中国等の新興国の成長鈍化、円高の長期化等

により、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 このような環境の中、当社グループの主力市場である中小型フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）市場は、

スマートフォン向けで顧客の生産調整が長引いていることから厳しい状況で推移いたしました。 

 この結果、売上高は47億95百万円（前年同四半期比4.8％減）となりました。損益につきましては、売上高が減

少したことから営業利益は２億69百万円（前年同四半期比63.7％減）、経常利益は２億82百万円（前年同四半期

比63.3％減）となりました。四半期純利益は、投資有価証券評価損66百万円を特別損失に計上したことから２億

10百万円（前年同四半期比67.1％減）となりました。 

 品目別の状況は、次のとおりであります。なお、当社グループは、真空成膜関連製品等の製造、販売を行う単

一セグメントであるため、品目別に記載しております。 

（ＦＰＤ用基板） 

 ＦＰＤ用基板につきましては、スマートフォン向け液晶パネル用帯電防止膜やタッチパネル用透明導電膜で、

液晶パネルメーカーやタッチパネルメーカーの生産調整の影響により受注は減少いたしました。このような状況

を踏まえ、当社グループは、デジタルスチルカメラやタブレット端末、カーナビゲーションなど中小型ＦＰＤ市

場製品向けに販売活動に取り組みました。 

 この結果、売上高は35億78百万円（前年同四半期比7.5％減）となりました。 

（光学機器用部品） 

 光学機器用部品につきましては、プロジェクターやデジタルスチルカメラ向け光学機器部品を中心に販売活動

に取り組みましたが低調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は６億32百万円（前年同四半期比18.4％増）となりました。 

（その他） 

 その他につきましては、樹脂基板向け薄膜やマスクブランクス向け薄膜などとともに、その他薄膜製品の販売

活動に取り組みました。 

 この結果、売上高は５億83百万円（前年同四半期比7.9％減）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態を前連結会計年度末と比較すると、総資産が14億50百万円減少し、純

資産が83百万円増加したことから自己資本比率は68.5％となりました。 

 増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が４億72百万円、受取手形及び売掛金が８億12百万円それぞれ

減少し、流動負債では支払手形及び買掛金が９億86百万円減少し、固定負債では長期借入金が４億４百万円減少

しました。 

（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３億72百万円減少し、81億50百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は４億96百万円（前年同四半期比229.8％増）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益が２億16百万円（前年同四半期比65.9％減）と大幅に減少したものの、

前年同四半期にあった売上債権の増加と仕入債務の減少による合計８億54百万円の資金減少要因が、当四半期は

合計で１億65百万円と大幅に減少したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は２億33百万円（前年同四半期比53.6％減）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出３億88百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は６億29百万円（前年同四半期比21.7％増）となりました。 

 これは、長期借入金の返済による支出５億４百万円と配当金の支払額１億25百万円によるものであります。 

 



 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年８月８日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表しました通期の連結業績予想に変更はありま

せん。 

 

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、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。 

 なお、これによる損益への影響は軽微であります。 



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 7,870,783 7,398,295

受取手形及び売掛金 ※  7,562,089 ※  6,749,908

有価証券 752,736 752,755

商品及び製品 134,449 ※  154,432

仕掛品 ※  236,495 ※  232,607

原材料及び貯蔵品 ※  688,561 ※  740,482

その他 119,549 112,160

貸倒引当金 △2,208 △2,316

流動資産合計 17,362,457 16,138,325

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,681,349 1,633,399

機械装置及び運搬具（純額） 2,519,705 2,504,525

土地 2,372,628 2,340,673

その他（純額） 199,548 156,730

有形固定資産合計 6,773,230 6,635,329

無形固定資産 40,367 38,990

投資その他の資産   

投資有価証券 766,496 683,925

その他 775,420 770,625

貸倒引当金 △529 △154

投資その他の資産合計 1,541,387 1,454,397

固定資産合計 8,354,986 8,128,718

資産合計 25,717,443 24,267,043



（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 ※  4,824,026 ※  3,837,520

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 976,802 877,246

未払法人税等 29,641 22,705

賞与引当金 198,263 192,052

役員賞与引当金 13,000 －

その他 520,429 492,389

流動負債合計 6,612,162 5,471,913

固定負債   

長期借入金 2,029,127 1,624,679

退職給付引当金 253,347 263,705

役員退職慰労引当金 252,095 252,095

その他 22,246 22,262

固定負債合計 2,556,815 2,162,742

負債合計 9,168,978 7,634,656

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,043,850 4,043,850

資本剰余金 8,297,350 8,297,350

利益剰余金 5,262,757 5,347,618

自己株式 △811,124 △811,124

株主資本合計 16,792,833 16,877,693

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 21,641 7,099

為替換算調整勘定 △266,009 △252,405

その他の包括利益累計額合計 △244,367 △245,306

純資産合計 16,548,465 16,632,387

負債純資産合計 25,717,443 24,267,043



（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 5,036,805 4,795,118

売上原価 3,435,881 3,667,172

売上総利益 1,600,924 1,127,946

販売費及び一般管理費 857,841 858,057

営業利益 743,083 269,888

営業外収益   

受取利息 14,124 15,604

受取配当金 5,792 5,787

不動産賃貸料 13,641 8,894

助成金収入 12,704 －

その他 22,608 16,569

営業外収益合計 68,870 46,856

営業外費用   

支払利息 14,691 13,890

為替差損 13,647 9,008

不動産賃貸費用 8,327 5,542

その他 3,800 5,344

営業外費用合計 40,466 33,787

経常利益 771,486 282,956

特別利益   

固定資産売却益 － 475

特別利益合計 － 475

特別損失   

災害による損失 127,965 －

投資有価証券評価損 8,201 66,697

特別損失合計 136,166 66,697

税金等調整前四半期純利益 635,319 216,734

法人税、住民税及び事業税 5,350 5,350

法人税等調整額 △9,475 783

法人税等合計 △4,125 6,133

少数株主損益調整前四半期純利益 639,444 210,600

四半期純利益 639,444 210,600



（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 639,444 210,600

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △44,377 △14,542

為替換算調整勘定 20,518 13,603

その他の包括利益合計 △23,859 △938

四半期包括利益 615,585 209,661

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 615,585 209,661

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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 635,319 216,734

減価償却費 395,106 456,666

固定資産売却損益（△は益） － △475

災害損失 127,965 －

投資有価証券評価損益（△は益） 8,201 66,697

貸倒引当金の増減額（△は減少） △573 △266

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,554 △6,210

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,000 △13,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,300 10,358

受取利息及び受取配当金 △19,916 △21,392

支払利息 14,691 13,890

為替差損益（△は益） 11,888 7,521

売上債権の増減額（△は増加） △516,045 821,520

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,101 △66,418

仕入債務の増減額（△は減少） △338,134 △987,060

その他 △14,489 6,235

小計 272,769 504,801

利息及び配当金の受取額 20,364 21,372

利息の支払額 △14,424 △13,685

災害損失の支払額 △122,855 △10,342

法人税等の支払額 △11,110 △10,780

法人税等の還付額 5,671 4,701

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,414 496,066

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △400 △400

定期預金の払戻による収入 400 400

有価証券の償還による収入 100,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △606,301 △388,095

有形固定資産の売却による収入 4,410 48,410

投資有価証券の取得による支出 △2,225 △367

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,700 1,826

貸付けによる支出 △12,576 △6,527

貸付金の回収による収入 11,376 11,551

投資活動によるキャッシュ・フロー △502,617 △233,202

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 △391,504 △504,004

配当金の支払額 △125,740 △125,740

財務活動によるキャッシュ・フロー △517,244 △629,744

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,568 △5,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △879,015 △372,468

現金及び現金同等物の期首残高 8,052,120 8,523,120

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,173,104 8,150,651



 （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 

 当社グループは、真空成膜関連製品等の製造、販売を行う単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。 

 

 （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。 

 

 （７）四半期連結貸借対照表に関する注記 

※  取引先からの有償支給材料に係る代金相当額が次の科目に含まれております。なお、有償支給材料代金は、

「売上高」及び「売上原価」から控除して表示しております。 

 
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） 

売掛金 

製品 

仕掛品 

原材料 

買掛金 

4,207,851千円 

－千円 

23,282千円 

34,111千円 

4,268,116千円 

2,789,214千円 

32,624千円 

22,094千円 

53,177千円 

2,902,506千円 
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