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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 5,094 119.9 613 549.6 654 459.0 409 591.2
25年3月期第1四半期 2,317 △7.4 94 ― 117 ― 59 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 410百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △1百万円 （―％）

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 27.20 ―
25年3月期第1四半期 3.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 34,359 18,288 53.2
25年3月期 32,009 17,967 56.1
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  18,288百万円 25年3月期  17,967百万円

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

25年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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) 17,000 136.3 1,770 148.3 1,800 144.2 1,130 143.6 75.11
通期 28,000 78.0 2,730 133.4 2,800 125.3 1,750 126.8 116.32



(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
半期連結財務諸表のレビュー手続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 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績
は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
 なお、上記業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の２ページから３ページの「１．当四半期決算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   ：  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 15,394,379 株 25年3月期 15,394,379 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 349,557 株 25年3月期 349,557 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 15,044,822 株 25年3月期1Q 15,044,943 株
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（１）連結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、政府の経済対策や長引いた円高が修正局面を迎えたことなど

を受け内需は緩やかながらも回復の兆しが現れました。 

 また、米国でも、雇用情勢の改善が進むなど景気は回復傾向で推移いたしました。しかし、一部のアジア新興国

や欧州では依然厳しい状況が続いており、経済の成長が鈍化傾向にあるなど、不透明な一面も見られました。 

 このような状況のもと、当社グループは、コスト・技術・ものづくりにおける改革を一層スピードアップさせる

とともに、お客様に価値ある技術を創出し続け、顧客の高度な技術ニーズに対応すべく品質管理を徹底し、環境エ

ネルギー分野及び電気電子部材関連分野を中心に、高精度薄膜塗工機の拡販に努めてまいりました。 

 また、受注状況におきましては厳しい受注環境のもと、光学機能性フィルムや真空薄膜装置を中心に推移いたし

ました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となり、利益面では営業

利益は 百万円（前年同期比 ％増）、経常利益は 百万円（前年同期比 ％増）、四半期純利益は

百万円（前年同期比 ％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。 

  

（塗工機関連機器） 

 当セグメントは、光学機能性フィルム製造装置関連を中心に推移いたしました。 

 その結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。また、セグメント利益は 百万円

（前年同期比 ％増）となりました。 

 受注残高につきましては、 百万円（前期末比 ％増）となりました。 

  

（化工機関連機器） 

 当セグメントは、真空薄膜装置が好調に推移いたしました。 

 その結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。また、セグメント利益は 百万円

（前年同期比 ％増）となりました。 

 受注残高につきましては、 百万円（前期末比 ％減）となりました。 

  

（その他） 

 当セグメントは、染色整理機械装置、各種機器の部品の製造及び修理・改造などを行っております。 

 売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。また、セグメント利益は 百万円（前年同期比

％減）となりました。 

 受注残高につきましては、 百万円（前期末比 ％増）となりました。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

5,094 119.9

613 549.6 654 459.0 409

591.2

1,389 4.7 126

1.9

5,159 15.5

3,544 348.3 652

662.2

17,406 8.6

160 19.2 29

55.9

314 162.9
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（２）連結財政状態に関する説明 

（資産） 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。その主な要因は、仕掛

品が 百万円増加したことによります。 

 また、固定資産は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。その主な要因は、有

形固定資産が 百万円、投資その他の資産が 百万円それぞれ増加したことによります。 

  

（負債） 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。その主な要因は、支払

手形及び買掛金が 百万円、また運転資金のため短期借入金が 百万円、前受金が 百万円それぞれ増加

したことによります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。その主な要因は、借入金の

約定弁済により長期借入金が 百万円、役員退職慰労引当金が 百万円それぞれ減少したことによります。 

  

（純資産） 

 純資産は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。その主な要因は、前連結会

計年度に係る期末配当金を 百万円支払ったこと、四半期純利益が 百万円となったことによります。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成26年3月期の業績予想につきましては、平成25年5月10日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

また、当社が販売する塗工機関連機器及び化工機関連機器等は受注生産であり、顧客の指定納期や発注時期も

様々であります。よって各四半期において売上高及び受注高が同水準とならない場合があります。 

   

（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 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。    

   

（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。 

   

 該当事項はありません。 

    

2,251 28,754

3,078

98 5,605

42 62

2,186 15,028

1,642 195 262

157 1,043

71 52

320 18,288

90 409

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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 9,227,832 10,824,771

受取手形及び売掛金 6,518,556 5,549,499

有価証券 2,653,251 1,547,233

仕掛品 7,286,044 10,364,880

原材料及び貯蔵品 103,708 92,824

その他 716,047 377,096

貸倒引当金 △2,428 △2,159

流動資産合計 26,503,012 28,754,146

固定資産   

有形固定資産 3,132,244 3,174,853

無形固定資産 170,803 164,601

投資その他の資産   

投資有価証券 1,903,538 2,014,630

その他 300,009 251,503

投資その他の資産合計 2,203,547 2,266,134

固定資産合計 5,506,595 5,605,588

資産合計 32,009,607 34,359,735
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（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 8,518,970 10,161,793

短期借入金 20,000 215,000

1年内返済予定の長期借入金 438,996 380,536

未払法人税等 199,477 275,072

前受金 2,698,889 2,961,395

賞与引当金 179,350 54,973

製品保証引当金 20,900 17,400

その他 765,108 962,386

流動負債合計 12,841,691 15,028,557

固定負債   

長期借入金 364,220 293,196

退職給付引当金 625,952 593,078

役員退職慰労引当金 180,310 127,639

資産除去債務 23,659 23,788

その他 6,029 5,340

固定負債合計 1,200,171 1,043,042

負債合計 14,041,863 16,071,600

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,847,821 1,847,821

資本剰余金 1,339,722 1,339,722

利益剰余金 14,902,349 15,221,339

自己株式 △406,844 △406,844

株主資本合計 17,683,049 18,002,039

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 284,695 286,095

その他の包括利益累計額合計 284,695 286,095

純資産合計 17,967,744 18,288,134

負債純資産合計 32,009,607 34,359,735
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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 2,317,065 5,094,571

売上原価 1,838,681 4,087,045

売上総利益 478,384 1,007,525

販売費及び一般管理費 383,925 393,958

営業利益 94,458 613,567

営業外収益   

受取利息 833 3,492

受取配当金 19,764 19,729

為替差益 － 12,037

その他 10,401 9,421

営業外収益合計 30,998 44,680

営業外費用   

支払利息 3,078 2,473

その他 5,337 1,555

営業外費用合計 8,416 4,028

経常利益 117,040 654,219

特別利益   

受取保険金 － 37,829

特別利益合計 － 37,829

税金等調整前四半期純利益 117,040 692,049

法人税、住民税及び事業税 76,375 282,854

法人税等調整額 △18,548 △64

法人税等合計 57,826 282,790

少数株主損益調整前四半期純利益 59,213 409,259

四半期純利益 59,213 409,259
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（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 59,213 409,259

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60,602 1,400

その他の包括利益合計 △60,602 1,400

四半期包括利益 △1,388 410,659

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,388 410,659

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は生産原価で、上記の内には外注生産によるものも含んでおります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注状況 

 当第１四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 販売実績 

 当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（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）

５．補足情報

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％） 

塗工機関連機器    1,167,498  ＋4.4

化工機関連機器  2,809,913  ＋358.9

その他  109,633  ＋1.6

合計  4,087,045  ＋122.3

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前期末比（％） 

塗工機関連機器    2,081,286  ＋351.1  5,159,141  ＋15.5

化工機関連機器  1,905,314  ＋79.5  17,406,781  △8.6

その他  355,362  ＋53.2  314,180  ＋162.9

合計  4,341,962  ＋147.4  22,880,102  △3.2

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％） 

塗工機関連機器    1,389,865  ＋4.7

化工機関連機器  3,544,042  ＋348.3

その他  160,663  △19.2

合計  5,094,571  ＋119.9
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