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1.  平成25年4月期第2四半期の連結業績（平成24年5月1日～平成24年10月31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4月期第2四半期 1,748 23.8 162 118.9 191 76.9 134 62.9
24年4月期第2四半期 1,412 △23.9 74 △72.5 108 △61.0 82 △52.6

（注）包括利益 25年4月期第2四半期 105百万円 （71.4％） 24年4月期第2四半期 61百万円 （△58.1％）

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4月期第2四半期 1,299.96 ―
24年4月期第2四半期 783.73 ―

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4月期第2四半期 7,552 6,985 92.5 67,417.77
24年4月期 7,635 6,935 90.8 66,586.85
（参考） 自己資本   25年4月期第2四半期  6,985百万円 24年4月期  6,935百万円

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4月期 ― 200.00 ― 400.00 600.00
25年4月期 ― 300.00
25年4月期（予想） ― 300.00 600.00

3. 平成25年 4月期の連結業績予想（平成24年 5月 1日～平成25年 4月30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 3,372 8.5 240 △12.1 288 △15.3 202 △14.4 1,939.40



(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
半期連結財務諸表に対するレビュー手続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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（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

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4月期2Q 105,521 株 24年4月期 105,521 株
② 期末自己株式数 25年4月期2Q 1,910 株 24年4月期 1,365 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年4月期2Q 103,801 株 24年4月期2Q 105,699 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、期前半は個人消費が底堅く推移しておりましたが、期後半に

かけて東日本大震災による復興需要が一巡したこともあり、国内需要に陰りが見え始めました。また、欧州におけ

る金融不安が長期化している中、中国経済の鈍化など、企業を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。 

 電子部品業界では、パソコンの需要が世界的に低迷する中、スマートフォンやタブレット型携帯端末市場は成長

を続けております。しかしながら、国際競争は激化しており国内各社は厳しい状態が続いております。 

このような情勢のもと、当社グループは「特異技術で顧客に価値を提供することで社会に貢献し、社員の成長と

共に誇れる会社にする。」という経営方針の下、グローバルな視野に立ったビジネス展開で成長をつかみ取るべ

く、新製品開発や業務効率化、生産性改善などの取組みを推進し、企業体質の強化に努めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,748,971千円（前年同四半期比23.8％増）となりました。 

 営業利益は162,540千円（前年同四半期比118.9％増）、経常利益は191,743千円（前年同四半期比76.9％増）、

四半期純利益は134,938千円（前年同四半期比62.9％増）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較について

は、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

① プリント配線板関連事業 

プリント配線板関連事業におきましては、積極的な受注活動を推進するとともに、全社的な業務改善に引き続き取

組みました。その結果、前半は通信関連機器向けのフラットプラグ加工の受注が堅調に推移するとともに、海外での

受注が前年を上回る結果となりました。 

以上により、プリント配線板関連事業の売上高は1,328,676千円（前年同四半期比21.0％増）、セグメント利益は

421,732千円（前年同四半期比19.5％増）となりました。 

② 化学材料関連事業 

化学材料関連事業におきましては、オイルバリア材料や防水スプレー材料、防汚ハードコートフィルムなどの拡販

に注力しました。その結果、既存顧客からの受注が堅調に推移するとともに、新規顧客からも受注を得ることが出来

ました。 

 以上により、化学材料関連事業の売上高は420,295千円（前年同四半期比33.7％増）、セグメント損失は39,143千

円（前年同四半期は61,458千円の損失）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総資産は7,552,340千円（前連結会計年度末比82,938千円減）となりました。この

内、流動資産は4,550,195千円（前連結会計年度末比296,316千円減）となりました。これは主に現金及び預金が

359,437千円減少したことと、商品及び製品が31,606千円増加したことによるものです。固定資産は3,002,144千円

（前連結会計年度末比213,378千円増）となりました。これは主に投資その他の資産が285,130千円増加したことと、

有形固定資産が59,930千円減少したことによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は567,117千円（前連結会計年度末比132,740千円減）となりました。この内、

流動負債は416,660千円（前連結会計年度末比142,006千円減）となりました。これは主に未払法人税等が21,855千円

減少したことと、その他のうち未払金が53,196千円、未払消費税等が34,496千円減少したことによるものです。固定

負債は150,457千円（前連結会計年度末比9,265千円増）となりました。これは退職給付引当金が増加したことによる

ものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は6,985,222千円（前連結会計年度末比49,802千円増）となりました。 

 これらの結果、自己資本比率は92.5％（前連結会計年度末は90.8％）となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年４月期の通期業績予想につきましては、平成24年６月７日に公表した業績予想に変更ございません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

  該当事項はありません。 

   

   

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４月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,641,267 3,281,830

受取手形及び売掛金 1,086,012 1,111,997

商品及び製品 5,355 36,962

仕掛品 8,106 7,214

原材料及び貯蔵品 41,904 56,992

繰延税金資産 38,220 35,843

その他 29,735 22,951

貸倒引当金 △4,091 △3,598

流動資産合計 4,846,512 4,550,195

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,851,698 2,896,445

減価償却累計額 △1,515,405 △1,570,516

建物及び構築物（純額） 1,336,292 1,325,928

機械装置及び運搬具 1,995,552 2,030,150

減価償却累計額 △1,711,612 △1,752,112

機械装置及び運搬具（純額） 283,939 278,037

工具、器具及び備品 241,163 241,136

減価償却累計額 △203,295 △211,135

工具、器具及び備品（純額） 37,867 30,000

土地 469,974 469,974

建設仮勘定 62,845 27,047

有形固定資産合計 2,190,920 2,130,989

無形固定資産 44,148 32,326

投資その他の資産   

投資有価証券 253,293 535,060

長期貸付金 24,567 23,195

繰延税金資産 31,363 38,690

その他 269,806 265,843

貸倒引当金 △25,332 △23,960

投資その他の資産合計 553,698 838,828

固定資産合計 2,788,766 3,002,144

資産合計 7,635,279 7,552,340



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 126,966 132,133

未払法人税等 75,085 53,229

賞与引当金 71,414 69,612

その他 285,200 161,684

流動負債合計 558,666 416,660

固定負債   

長期未払金 94,217 94,217

退職給付引当金 41,314 50,580

その他 5,660 5,660

固定負債合計 141,192 150,457

負債合計 699,858 567,117

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,196,350 1,196,350

資本剰余金 2,051,849 2,051,849

利益剰余金 3,700,050 3,793,326

自己株式 △31,029 △45,519

株主資本合計 6,917,220 6,996,006

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 204 △13,037

繰延ヘッジ損益 △42 △199

為替換算調整勘定 18,037 2,452

その他の包括利益累計額合計 18,199 △10,784

純資産合計 6,935,420 6,985,222

負債純資産合計 7,635,279 7,552,340



（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５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 1,412,515 1,748,971

売上原価 792,339 1,012,328

売上総利益 620,176 736,642

販売費及び一般管理費 545,935 574,102

営業利益 74,241 162,540

営業外収益   

受取利息 10,291 5,749

受取配当金 664 632

受取賃貸料 22,528 22,828

その他 5,158 3,426

営業外収益合計 38,643 32,637

営業外費用   

為替差損 1,167 938

貸与資産減価償却費 3,030 2,292

その他 291 203

営業外費用合計 4,489 3,434

経常利益 108,394 191,743

特別利益   

固定資産売却益 391 －

特別利益合計 391 －

特別損失   

固定資産売却損 － 2,274

固定資産除却損 396 －

特別損失合計 396 2,274

税金等調整前四半期純利益 108,389 189,468

法人税、住民税及び事業税 25,214 52,096

法人税等調整額 334 2,433

法人税等合計 25,548 54,530

少数株主損益調整前四半期純利益 82,840 134,938

四半期純利益 82,840 134,938



（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５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 82,840 134,938

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,676 △13,241

繰延ヘッジ損益 △41 △156

為替換算調整勘定 △9,318 △15,585

その他の包括利益合計 △21,036 △28,983

四半期包括利益 61,804 105,954

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 61,804 105,954

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年５月１日 至 平成23年10月31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  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（注）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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（単位：千円）

  
プリント配線板 

関連事業 
化学材料 
関連事業 

合計 

売上高       

外部顧客への売上高  1,098,215  314,300  1,412,515

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 －  －  －

計  1,098,215  314,300  1,412,515

セグメント利益又は損失（△）  352,795  △61,458  291,336

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  291,336

セグメント間取引消去  －

全社費用（注）  △217,095

四半期連結損益計算書の営業利益  74,241



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年５月１日 至 平成24年10月31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  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（注）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。  

  

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、中期経営計画策定にともない、従来の「設備機器関連事業」を事業毎に

細分化し「プリント配線板関連事業」と「化学材料関連事業」に組み入れ、各事業における管理体制の明 

確化及び強化を図るため、「プリント配線板加工事業」、「化学材料事業」及び「設備機器関連事業」の

３区分から、「プリント配線板関連事業」、「化学材料関連事業」の２区分に変更しております。 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメント区分に基づき作成した

ものを開示しております。  

  

（単位：千円）

  
プリント配線板 

関連事業 
化学材料 
関連事業 

合計 

売上高       

外部顧客への売上高  1,328,676  420,295  1,748,971

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 －  －  －

計  1,328,676  420,295  1,748,971

セグメント利益又は損失（△）  421,732  △39,143  382,589

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  382,589

セグメント間取引消去  －

全社費用（注）  △220,048

四半期連結損益計算書の営業利益  162,540
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