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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1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 ％

25年12月期第2四半期 1,480 △12.8 △22 ― △32 ― △21 ―
24年12月期第2四半期 1,698 △19.5 78 △62.9 69 △62.5 22 △72.4

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 342百万円 （617.5％） 24年12月期第2四半期 47百万円 （△50.2％）

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12月期第2四半期 △2.06 ―
24年12月期第2四半期 2.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 6,656 2,221 32.4
24年12月期 6,077 1,909 30.4
（参考） 自己資本  25年12月期第2四半期  2,155百万円 24年12月期  1,844百万円

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25年12月期の１株当たり配当金については現時点では未定とさせていただきます。 

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

24年12月期 ― ― ― 3.00 3.00
25年12月期 ― ―
25年12月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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  ：  有   

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 3,200 △2.9 30 29.0 10 ― 0 ― 0.00



(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３ページ「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・会計上の見積りの変更・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 
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。なお、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。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、四半期決
算短信（添付資料）３ページ「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12月期2Q 10,246,500 株 24年12月期 10,246,500 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 23,033 株 24年12月期 22,141 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 10,224,120 株 24年12月期2Q 10,224,569 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(平成25年１月１日～平成25年６月30日)におけるわが国経済は、新政権の金融緩和や経済

政策への期待もあり、前半は円高修正や株価上昇に伴う個人消費の復調により景気回復への期待が高まってまいりまし

た。しかしながら、その後の株価の乱高下、輸入物価の上昇や新興国経済の減速感が強まってきたこともあり、景気の先

行きについては不透明感を抱えて推移いたしました。 

 このような状況のもと当社グループの国内販売については、エコカー補助金終了に伴う自動車国内生産の減少や、前年

上期は好調であった一部ハイテク市場の競争激化による受注減等もあり、前年対比で大きく減少いたしました。又、海外

販売においても、中国電子部品向け受注の落込みや、中国新製造ライン稼動遅延の影響もあり前年比で減少となりまし

た。 

 この結果、当第２四半期の売上高は1,480百万円（前年同期比12.8％減）となりました。利益面につきましては、人件

費等の圧縮、生産コストの低減等に努めましたものの、営業損失は22百万円（前年同期は営業利益78百万円）、経常損失

は32百万円（前年同期は経常利益69百万円）、四半期純損失は21百万円（前年同期は四半期純利益22百万円）となりまし

た。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、4,026百万円（前連結会計年度末 3,954百万円）とな

り、前連結会計年度末と比べて72百万円の増加となりました。これは主に棚卸資産が84百万円増加したことによりま

す。 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、2,542百万円（同 2,076百万円）となり、前連結会計年

度末と比べて465百万円の増加となりました。これは主に、中国に設立した子会社による固定資産の取得によるもの

であります。 

 当第２四半期連結会計期間末における繰延資産の残高は、87百万円（同 45百万円）となり、前連結会計年度末と

比べて41百万円の増加となりました。これは中国に設立した子会社にかかるものであります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,307百万円（前連結会計年度末 1,958百万円）とな

り、前連結会計年度末と比べて349百万円の増加となりました。これは主に短期借入金が317百万円増加したことによ

ります。 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、2,126百万円（同 2,208百万円）となり、前連結会計年

度末と比べて81百万円の減少となりました。これは主に役員退職慰労引当金が34百万円ならびに退職給付引当金が20

百万円減少したことによります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、2,221百万円（前連結会計年度末 1,909百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて311百万円の増加となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年12月期第２四半期累計期間の連結及び個別業績予想につきましては、本日開示しております「平成25年12月

期第２四半期累計期間の業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」に記載しておりますとお

り、国内、輸出・海外販売ともに市場競争の激化により、売上面で当初想定よりも下回る状況となり、利益面につきまし

ても、諸コスト削減等の施策を行いましたものの、売上の減少に伴う利益減をカバーするに至らず、当初想定よりも大幅

に下回る状況となりました。 

 平成25年12月期通期の連結及び個別業績予想つきましては、中国における生産子会社の本格操業がみこまれるものの、

当初想定よりも操業開始が遅れる見込であり、上期までの実績等を勘案し連結・個別ともに業績予想を修正しておりま

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 

 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） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取

得した有形固定資産については、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。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,463,730 1,446,522

受取手形及び売掛金 810,666 790,688

商品及び製品 230,982 247,294

仕掛品 777,464 818,472

原材料及び貯蔵品 538,720 565,893

繰延税金資産 17,637 17,151

その他 116,643 142,051

貸倒引当金 △1,059 △1,215

流動資産合計 3,954,786 4,026,858

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 157,014 719,639

機械装置及び運搬具（純額） 85,210 87,390

土地 383,078 383,078

リース資産（純額） 1,369 732

建設仮勘定 909,801 712,468

その他（純額） 7,361 49,402

有形固定資産合計 1,543,836 1,952,710

無形固定資産 113,878 133,934

投資その他の資産   

投資有価証券 329,352 369,670

繰延税金資産 46,441 33,896

その他 43,847 52,941

貸倒引当金 △766 △890

投資その他の資産合計 418,874 455,617

固定資産合計 2,076,590 2,542,262

繰延資産   

開業費 45,719 87,221

繰延資産合計 45,719 87,221

資産合計 6,077,095 6,656,342
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(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 553,965 571,445

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

短期借入金 1,113,636 1,431,250

リース債務 1,017 706

未払法人税等 3,881 3,602

賞与引当金 10,257 3,309

その他 125,999 147,491

流動負債合計 1,958,758 2,307,805

固定負債   

社債 645,000 570,000

長期借入金 1,276,890 1,328,399

リース債務 352 25

役員退職慰労引当金 110,645 76,100

退職給付引当金 159,179 138,846

環境対策引当金 3,571 3,571

その他 12,945 9,961

固定負債合計 2,208,582 2,126,903

負債合計 4,167,340 4,434,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,325 512,325

資本剰余金 56,182 56,182

利益剰余金 1,095,392 1,043,670

自己株式 △4,717 △4,829

株主資本合計 1,659,182 1,607,347

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 53,014 76,749

為替換算調整勘定 132,519 471,017

その他の包括利益累計額合計 185,533 547,766

少数株主持分 65,038 66,518

純資産合計 1,909,755 2,221,633

負債純資産合計 6,077,095 6,656,342
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,698,113 1,480,919

売上原価 1,187,686 1,109,922

売上総利益 510,427 370,996

販売費及び一般管理費 431,492 393,961

営業利益又は営業損失（△） 78,935 △22,964

営業外収益   

受取利息 485 789

受取配当金 3,793 4,501

助成金収入 2,098 750

為替差益 844 11,522

その他 1,925 2,269

営業外収益合計 9,147 19,832

営業外費用   

支払利息 15,817 24,512

その他 2,927 4,624

営業外費用合計 18,744 29,137

経常利益又は経常損失（△） 69,337 △32,269

特別損失   

投資有価証券評価損 8,102 －

特別損失合計 8,102 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

61,234 △32,269

法人税、住民税及び事業税 47,744 1,320

法人税等調整額 △5,829 △2,731

法人税等合計 41,914 △1,410

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

19,320 △30,858

少数株主損失（△） △3,588 △9,809

四半期純利益又は四半期純損失（△） 22,908 △21,049
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（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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

19,320 △30,858

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 11,487 23,734

為替換算調整勘定 16,952 349,787

その他の包括利益合計 28,440 373,522

四半期包括利益 47,760 342,663

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 49,970 341,183

少数株主に係る四半期包括利益 △2,210 1,480
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

前第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平

成25年１月１日 至 平成25年６月30日） 

 当社グループは、研磨材製商品の製造販売を事業内容とする単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

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
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