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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 3,858 22.0 431 △8.1 570 16.3 317 8.4
25年3月期第1四半期 3,162 14.4 469 170.5 490 168.6 293 195.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 592百万円 （31.4％） 25年3月期第1四半期 450百万円 （221.5％）

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

26年3月期第1四半期 90.06 ―
25年3月期第1四半期 83.09 ―

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

26年3月期第1四半期 14,388 8,138 56.4 2,301.71
25年3月期 15,396 7,699 49.9 2,177.55
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  8,118百万円 25年3月期  7,680百万円

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  ：  有  
平成26年3月期第2四半期末配当の内訳は、普通配当45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

25年3月期 ― 35.00 ― 45.00 80.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 55.00 ― 45.00 100.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 7,700 4.4 1,000 3.9 1,000 3.5 600 3.0 170.10
通期 15,800 8.4 2,100 16.2 2,100 10.4 1,300 20.3 368.56



(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   ：  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） 26年3月期1Q 3,527,400 株 25年3月期 3,527,400 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 168 株 25年3月期 133 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 3,527,265 株 25年3月期1Q 3,527,267 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策と日本銀行の金融政策の効果もあり、円安、

株高が進み、回復基調となりました。しかし、雇用及び所得につきましては厳しい状況が続いており、実態経済の

回復までには至っておりません。また、世界経済におきましても、米国経済の回復は進んでいるものの、欧州経済

の回復の遅れ、中国経済の成長鈍化など懸念要素が残っております。 

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3,858百万円（前年同期比22.0％増）となりましたが、売上総利益率の低下と販売費および一般管理

費の増加等により、営業利益は431百万円（前年同期比8.1％減）、経常利益は570百万円（前年同期比16.3％

増）、四半期純利益は317百万円（前年同期比8.4％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。 

  

（薬品事業） 

 薬品事業におきましては、中国におけるめっき薬品の販売が好調で、売上高は2,753百万円（前年同期比6.5％

増）となりましたが、売上総利益率の低下と販売費および一般管理費の増加等により、セグメント利益は、682百

万円（前年同期比11.9％減）となりました。 

  

（装置事業） 

 装置事業におきましては、前期受注分のめっき装置の売上計上等により、売上高は960百万円（前年同期比

83.0％増）となりました。この結果、セグメント利益は、74百万円（前年同期比88.5％増）となりました。 

  

（新規事業） 

 新規事業におきましては、売上高は144百万円（前年同期比177.6％増）となりましたが、販売費および一般管理

費が増加したことにより、セグメント損失は、126百万円（前年同期はセグメント損失95百万円）となりました。  

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第１四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、1,007百万円減少し、14,388百万円（前

年同期比6.5%減）となりました。 

 流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少等により、1,078百万円減少し、9,551百万円（前年同期

比10.1%減）となりました。 

 固定資産は、有形固定資産の増加、投資有価証券の時価評価による増加や繰延税金資産の減少等により、70百万

円増加し、4,837百万円（前年同期比1.5%増）となりました。  

（負債） 

 当第１四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、1,446百万円減少し、6,250百万円（前年

同期比18.8%減）となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金、装置受注の前受金や未払法人税等の減少等により、1,340百万円減少し、

4,267百万円（前年同期比23.9%減）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、105百万円減少し、1,983百万円（前年同期比5.1%

減）となりました。  

（純資産） 

 当第１四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、438百万円増加し、8,138百万円（前年

同期比5.7%増）となりました。    

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年５月８日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。   

  

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,054,999 3,452,428

受取手形及び売掛金 4,152,677 3,999,326

商品及び製品 650,384 690,194

仕掛品 255,808 104,890

原材料及び貯蔵品 248,217 275,395

繰延税金資産 329,175 178,644

その他 973,697 882,964

貸倒引当金 △34,914 △32,336

流動資産合計 10,630,046 9,551,507

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,714,505 1,693,336

機械装置及び運搬具（純額） 313,743 364,144

工具、器具及び備品（純額） 285,036 326,703

土地 522,824 522,824

リース資産（純額） 127,119 124,927

建設仮勘定 28,242 19,677

有形固定資産合計 2,991,471 3,051,613

無形固定資産   

のれん 170,353 151,773

その他 27,042 32,521

無形固定資産合計 197,396 184,294

投資その他の資産   

投資有価証券 1,138,576 1,188,677

繰延税金資産 176,748 146,991

その他 264,991 268,340

貸倒引当金 △2,542 △2,541

投資その他の資産合計 1,577,773 1,601,468

固定資産合計 4,766,641 4,837,375

資産合計 15,396,688 14,388,882



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,497,886 2,027,778

短期借入金 135,210 45,420

1年内返済予定の長期借入金 656,654 606,653

リース債務 7,827 7,923

未払法人税等 677,262 280,030

賞与引当金 297,658 173,533

工事損失引当金 13,962 13,962

前受金 778,758 434,857

繰延税金負債 6,331 12,564

その他 536,305 664,430

流動負債合計 5,607,856 4,267,153

固定負債   

長期借入金 971,706 861,705

リース債務 148,426 146,409

退職給付引当金 713,012 703,583

資産除去債務 175,523 177,363

その他 80,178 94,009

固定負債合計 2,088,847 1,983,071

負債合計 7,696,703 6,250,225

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 5,374,342 5,533,284

自己株式 △219 △366

株主資本合計 7,679,282 7,838,077

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 30,244 57,766

為替換算調整勘定 △28,726 222,832

その他の包括利益累計額合計 1,518 280,599

少数株主持分 19,183 19,980

純資産合計 7,699,984 8,138,657

負債純資産合計 15,396,688 14,388,882



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,162,739 3,858,717

売上原価 1,426,155 2,038,365

売上総利益 1,736,583 1,820,351

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 398,654 481,360

賞与 129,255 155,536

退職給付費用 42,383 30,516

減価償却費 84,897 57,597

貸倒引当金繰入額 1,607 －

その他 610,248 663,871

販売費及び一般管理費合計 1,267,046 1,388,882

営業利益 469,537 431,469

営業外収益   

受取利息 6,354 6,004

受取配当金 9,417 18,529

為替差益 14,228 115,710

助成金収入 － 293

貸倒引当金戻入額 － 5,322

その他 1,665 2,527

営業外収益合計 31,665 148,386

営業外費用   

支払利息 9,157 7,469

持分法による投資損失 205 102

その他 1,126 1,408

営業外費用合計 10,488 8,980

経常利益 490,714 570,875

特別利益   

固定資産売却益 464 531

特別利益合計 464 531

特別損失   

固定資産売却損 － 63

固定資産除却損 299 102

持分変動損失 － 2,906

特別損失合計 299 3,072

税金等調整前四半期純利益 490,879 568,334

法人税、住民税及び事業税 150,412 90,104

法人税等調整額 48,437 165,994

法人税等合計 198,850 256,098

少数株主損益調整前四半期純利益 292,029 312,235

少数株主損失（△） △1,048 △5,433

四半期純利益 293,078 317,669



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 292,029 312,235

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,753 27,521

為替換算調整勘定 174,774 251,891

持分法適用会社に対する持分相当額 618 737

その他の包括利益合計 158,639 280,151

四半期包括利益 450,669 592,387

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 452,621 596,749

少数株主に係る四半期包括利益 △1,952 △4,362



 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１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６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） 

 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。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  2,585,849 524,701 52,188 3,162,739  － 3,162,739

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 － － － －  － －

計  2,585,849 524,701 52,188 3,162,739  － 3,162,739

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 774,294 39,371 △95,943 717,721  △248,184 469,537

  前第１四半期連結累計期間 

セグメント間取引消去  40

全社費用※  △248,224

合計  △248,184



  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６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） 

 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。 

   

  
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  2,753,969 960,138 144,608 3,858,717  － 3,858,717

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 － － 269 269  △269 －

計  2,753,969 960,138 144,878 3,858,986  △269 3,858,717

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 682,171 74,199 △126,930 629,440  △197,971 431,469

  当第１四半期連結累計期間 

セグメント間取引消去  1,042

全社費用※  △199,013

合計  △197,971
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