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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 3,390 62.0 390 832.6 410 813.7 211 ―
25年3月期第1四半期 2,092 △46.8 41 △87.9 44 △85.8 3 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 235百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 15百万円 （―％）

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 7.41 ―
25年3月期第1四半期 0.11 ―

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 16,004 7,195 44.3
25年3月期 15,248 7,131 46.1
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  7,095百万円 25年3月期  7,037百万円

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  
平成26年３月期の期末配当予想は未定であります。 

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 16,105 36.3 1,624 53.3 1,604 34.1 880 71.3 30.80



(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、【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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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） 26年3月期1Q 29,786,400 株 25年3月期 29,786,400 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,211,461 株 25年3月期 1,211,461 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 28,574,939 株 25年3月期1Q 28,574,988 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、新政権による経済対策への期待感を背景に、円安による輸出

環境の改善や株価の回復等、企業を取り巻く環境に明るい兆しが見え始めました。しかしながら、実体経済への本

格的波及への不透明感や輸入原材料価格の上昇等、依然として予断を許さない状況は続いております。 

 このような状況の中、当社グループの主力事業であるフラットパネルディスプレイ部門におきましては、タッチ

パネルや次世代ディスプレイ関連の市場が伸び、好調に推移いたしました。また、クリーン・エコエネルギー部門

におきましては、再生可能エネルギーの固定価格買取制度により、産業用の需要が活況で、引き続き好調に推移し

ております。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高3,390百万円（前年同四半期

期比62.0％増）、営業利益390百万円（同832.6％増）、経常利益410百万円（同813.7％増）を計上し、四半期純利

益は211百万円（前年同四半期は３百万円の四半期純利益）となりました。 

 セグメントの業績は以下のとおりであります。  

  

フラットパネルディスプレイ部門 

 国内におけるテレビ市場は、一時の急激な価格の下落には歯止めがかかり、持ち直しの傾向が見え始めました。

また、海外市場では、北米や欧州においては低迷しているものの、新興国においては堅調な推移を見せておりま

す。一方、昨年より注力しておりますタッチパネル市場におきましては、パソコン・デジタルサイネージ・タブレ

ット・電子黒板等に使われる用途が広がり、生産量も拡大しております。また、３Ｄ・高精細ディスプレイ用の部

材の生産量も拡大しております。このような市場の変化の中、新規生産設備の導入による生産の効率化や省人化、

更に、全社に亘るコストダウンと経費の削減を徹底し、一層の事業体質の強化を図りました。 

 この結果、売上高2,364百万円（前年同四半期比68.9％増）、営業利益254百万円（前年同四半期は17百万円の営

業利益）となりました。 

  

クリーン・エコエネルギー部門 

 太陽電池の国内市場は、産業用では、昨年からの再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入により、メガソ

ーラーや工場・倉庫等大規模な設備への設置が進んでいることとともに、中小規模の発電システム導入の需要が急

速に拡大いたしました。また、昨年発売した超軽量太陽電池モジュールは、多くの屋根設置の受注を獲得し、販売

量増加に貢献いたしました。一方、住宅用の市場は、既存の販売店・施工店が住宅用から産業用に営業力をシフト

していることにより、拡大の勢いが低下する傾向にあるものの、堅調に推移しております。しかしながら、中国製

をはじめとする大量の海外製品の流入や、国内市場における新規参入等による競争激化から、価格の下落の傾向は

継続しております。このような市場の動きに対応すべく、独自の技術で開発した超軽量太陽電池モジュールの販売

拡大、新たな設置用途の拡大による新市場の開拓、トラッキングシステム等の新しい発電システムの展開等に努め

てまいります。 

 この結果、売上高1,025百万円（前年同四半期比48.2％増）、営業利益127百万円（前年同四半期比668.0％増）

となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が16,004百万円となり、前期末比755百万円の増加となりま

した。主なプラス要因は、現金及び預金の増加248百万円、商品及び製品の増加393百万円、原材料及び貯蔵品の増

加195百万円等であり、主なマイナス要因は、受取手形及び売掛金の減少39百万円、建物の減少36百万円等であり

ます。 

 負債は8,808百万円となり、前期末比691百万円の増加となりました。主なプラス要因は、支払手形及び買掛金の

増加180百万円、長期借入金の増加748百万円等であり、主なマイナス要因は、未払法人税等の減少149百万円等で

あります。 

 また、株主資本は利益剰余金の増加40百万円により7,067百万円となり、純資産は7,195百万円となりました。 

   

  （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17日に発表いたしました通期の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 4,203,480 4,452,427

受取手形及び売掛金 3,039,857 3,000,182

商品及び製品 515,810 909,108

仕掛品 264,405 298,969

原材料及び貯蔵品 644,831 840,653

その他 105,612 77,406

貸倒引当金 △10,938 △4,580

流動資産合計 8,763,059 9,574,167

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,427,428 2,390,628

土地 2,266,490 2,266,490

その他（純額） 1,481,223 1,454,420

有形固定資産合計 6,175,142 6,111,539

無形固定資産   

その他 19,279 17,787

無形固定資産合計 19,279 17,787

投資その他の資産   

その他 296,176 305,348

貸倒引当金 △4,662 △4,662

投資その他の資産合計 291,513 300,685

固定資産合計 6,485,935 6,430,012

資産合計 15,248,994 16,004,180



（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 1,792,885 1,972,945

短期借入金 1,450,000 1,450,000

1年内返済予定の長期借入金 1,457,679 1,560,461

未払法人税等 344,372 194,629

賞与引当金 15,688 4,247

その他 481,083 307,919

流動負債合計 5,541,708 5,490,203

固定負債   

長期借入金 2,102,013 2,850,351

その他 473,428 467,909

固定負債合計 2,575,441 3,318,260

負債合計 8,117,150 8,808,464

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000,007 2,000,007

資本剰余金 2,440,803 2,440,803

利益剰余金 3,450,671 3,490,884

自己株式 △863,890 △863,890

株主資本合計 7,027,592 7,067,805

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,180 15,777

為替換算調整勘定 △2,558 11,954

その他の包括利益累計額合計 9,622 27,732

少数株主持分 94,629 100,178

純資産合計 7,131,843 7,195,715

負債純資産合計 15,248,994 16,004,180



（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 2,092,015 3,390,049

売上原価 1,802,113 2,738,680

売上総利益 289,901 651,369

販売費及び一般管理費 248,017 260,748

営業利益 41,884 390,621

営業外収益   

受取利息 1,181 1,071

為替差益 － 18,929

助成金収入 6,397 4,540

保険解約返戻金 13,024 －

その他 4,043 4,648

営業外収益合計 24,647 29,188

営業外費用   

支払利息 12,908 8,835

為替差損 8,376 －

その他 307 375

営業外費用合計 21,592 9,210

経常利益 44,939 410,599

税金等調整前四半期純利益 44,939 410,599

法人税、住民税及び事業税 11,444 189,001

法人税等調整額 28,979 4,386

法人税等合計 40,424 193,388

少数株主損益調整前四半期純利益 4,515 217,211

少数株主利益 1,253 5,548

四半期純利益 3,262 211,662



（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 4,515 217,211

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,826 3,597

為替換算調整勘定 15,947 14,513

その他の包括利益合計 11,121 18,110

四半期包括利益 15,637 235,321

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 14,383 229,773

少数株主に係る四半期包括利益 1,253 5,548



 該当事項はありません。   

   

 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）
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