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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 5,461 13.6 302 164.4 550 ― 334 ―
25年3月期第1四半期 4,806 △14.1 114 △50.2 △112 ― △183 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 607百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △561百万円 （―％）

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 7.28 ―
25年3月期第1四半期 △3.99 ―

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 28,239 19,639 67.1 412.75
25年3月期 27,363 19,170 67.6 402.53
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  18,956百万円 25年3月期  18,487百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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) 9,500 9.3 150 335.6 200 ― 60 ― 1.31
通期 20,000 11.2 400 185.5 450 △37.1 170 △35.1 3.70



(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  ：  有  

(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報告書の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、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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、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。なお、連結業績予想に関する事
項は、【添付資料】3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」をご覧下さい。 

※  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 54,818,180 株 25年3月期 54,818,180 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 8,890,811 株 25年3月期 8,889,236 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 45,927,597 株 25年3月期1Q 45,944,881 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世界経済は米国においては金融緩和政策により回復傾向が継続したものの、

欧州、中国などの景況感が期待を下回る結果となり、米国において金融緩和策の出口戦略を巡る縮小観測が叫ばれ

始めたことから一転不安定な展開で推移しています。 

 我が国経済では、本格的な実体経済への波及には至っていないものの、政府による積極的な財政金融政策から株

式市場における株価上昇や、円安効果により輸出企業を中心とした企業業績の改善が予想されるなど景気回復に対

する強い期待感が見られます。 

   

 このような状況の中、当社グループでは収益力の向上を図るため、継続的な製品開発やコストの削減を推進し、

国内・海外拠点における販売活動を強化してまいりました。 

 また、「新たなる産業革命」の到来ともいわれ前年度後半から注目を集めている３Ｄプリンタに関しては、前年

度より取扱いを開始したパーソナルタイプの３Ｄプリンタ「３ＤTOUCH™」の後継機種として造形スピードが 大2

倍となり、ヘッド構造に改良を加え、モデリングマテリアルを装着しやすいカートリッジタイプに変更して自動ロ

ーリング機能とする等、より身近に３Ｄモデリングを体験していただける製品である米スリーディ・システムズ社

製の「ＣｕｂｅＸ™シリーズ」３機種を６月より販売を開始いたしました。加えて、全国主要都市において「３Ｄ

プリンタセミナー」を開催し、積極的に販売促進活動を展開するとともに、“ものづくり”の現場を支える３Ｄプ

リンタ トータル・ソリューション事業として、企業向け「試作サンプル」や「完成予想モデル」などの出力サー

ビスの提供を開始いたします。 

  

 経営成績では、継続的な販売活動の強化、コスト削減などの施策に加え、米国の緩やかな景気回復傾向、為替環

境の円安転換などの当社グループを取巻く環境の改善により、増収増益となりました。 

  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高54億61百万円（前年同期比13.6％増）となり、営業損

益は３億２百万円（前年同期比164.4％増）となりました。経常損益では為替の円安を受けて外貨建資産の評価で

為替差益２億23百万円を計上したことにより、経常利益５億50百万円（前年同期は１億12百万円の損失）となり、

当期純利益は３億34百万円（前年同期は１億83百万円の損失）となりました。  

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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における資産は282億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億76百万円の増

加となりました。 

流動資産は170億71百万円となり、８億86百万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加８

億16百万円、受取手形及び売掛金の増加１億97百万円、たな卸資産の減少83百万円等であります。 

固定資産は111億68百万円となり、10百万円の減少となりました。その主な要因は、減価償却費の計上による有

形固定資産の減少29百万円等であります。  

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は86億円となり、前連結会計年度末に比べ４億７百万円の増加となり

ました。 

流動負債は45億92百万円となり、２億70百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増

加４億24百万円、未払法人税の減少１億87百万円等であります。 

固定負債は40億７百万円となり、１億37百万円の増加となりました。その主な要因は、退職給付引当金の増加98

百万円等であります。 

  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は196億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億68百万円の

増加となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加１億96百万円と、為替換算調整勘定の増加２億61百万円等

であります。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  当社グループにおける第１四半期連結会計期間の業績は堅調に推移いたしましたが、依然として欧州における債

務問題は世界経済の下振れリスクであり、また、アジア新興諸国の成長率の鈍化などの不透明な要素が多いことか

ら、平成25年５月15日に公表しました業績予想に変更はございません。 

 なお、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。業績予想が必要な場合には、速やかに

お知らせいたします。  

  

   

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算）  

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

     

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 7,407,538 8,224,360

受取手形及び売掛金 3,794,399 3,991,930

商品及び製品 2,219,813 2,183,078

仕掛品 187,899 178,413

原材料及び貯蔵品 1,495,238 1,457,705

繰延税金資産 307,590 364,285

その他 839,506 742,877

貸倒引当金 △67,215 △71,397

流動資産合計 16,184,770 17,071,254

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,133,842 3,106,964

機械装置及び運搬具（純額） 83,934 82,396

工具、器具及び備品（純額） 123,402 121,845

土地 5,067,339 5,075,943

リース資産（純額） 47,971 40,109

有形固定資産合計 8,456,490 8,427,259

無形固定資産   

その他 187,860 192,731

無形固定資産合計 187,860 192,731

投資その他の資産   

投資有価証券 1,957,062 1,983,216

差入保証金 69,857 65,562

繰延税金資産 500,285 492,900

その他 24,173 24,334

貸倒引当金 △17,206 △17,570

投資その他の資産合計 2,534,171 2,548,442

固定資産合計 11,178,522 11,168,433

資産合計 27,363,292 28,239,687



（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 2,362,107 2,786,960

未払金 382,081 282,867

未払法人税等 425,704 237,814

賞与引当金 79,716 51,262

製品保証引当金 229,620 236,058

その他 842,826 997,478

流動負債合計 4,322,057 4,592,440

固定負債   

繰延税金負債 85,742 85,063

退職給付引当金 3,475,830 3,573,945

役員退職慰労引当金 41,658 36,151

その他 267,411 312,512

固定負債合計 3,870,643 4,007,671

負債合計 8,192,700 8,600,112

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,199,013 10,199,013

資本剰余金 4,181,859 4,181,859

利益剰余金 8,422,674 8,619,284

自己株式 △2,323,482 △2,323,906

株主資本合計 20,480,064 20,676,251

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 110,350 121,593

為替換算調整勘定 △2,102,735 △1,841,415

その他の包括利益累計額合計 △1,992,385 △1,719,821

少数株主持分 682,913 683,145

純資産合計 19,170,592 19,639,575

負債純資産合計 27,363,292 28,239,687



（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 4,806,648 5,461,884

売上原価 3,288,017 3,608,961

売上総利益 1,518,631 1,852,923

販売費及び一般管理費 1,404,277 1,550,557

営業利益 114,354 302,365

営業外収益   

受取利息 1,244 2,901

受取配当金 6,921 6,831

投資有価証券売却益 6,399 －

為替差益 － 223,103

持分法による投資利益 1,009 13,643

その他 7,279 4,450

営業外収益合計 22,855 250,931

営業外費用   

支払利息 1,029 1,300

為替差損 247,684 －

売上割引 1,129 1,288

その他 79 186

営業外費用合計 249,922 2,776

経常利益又は経常損失（△） △112,713 550,520

特別利益   

投資有価証券売却益 2,398 7,536

補助金収入 50,836 －

その他 439 －

特別利益合計 53,673 7,536

特別損失   

固定資産売却損 244 －

固定資産廃棄損 46 －

投資有価証券売却損 285 78

たな卸資産評価損 － 31,990

特別損失合計 576 32,069

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（△）

△59,615 525,987

法人税、住民税及び事業税 37,259 229,163

法人税等調整額 71,466 △40,115

法人税等合計 108,725 189,048

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（△）

△168,341 336,938

少数株主利益 14,926 2,541

四半期純利益又は四半期純損失（△） △183,267 334,397



（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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△168,341 336,938

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △72,792 △10,897

為替換算調整勘定 △310,765 256,302

持分法適用会社に対する持分相当額 △9,149 24,849

その他の包括利益合計 △392,707 270,254

四半期包括利益 △561,049 607,193

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △570,986 606,960

少数株主に係る四半期包括利益 9,937 232



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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