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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の推し進める財政・金融政策等の効果により長引く円高

の是正や株価の上昇を背景に小売業を中心とした内需が比較的好調に推移し、景気は緩やかながらも回復の兆しが

現れました。 

また、米国においても企業業績は増収基調にあり、雇用情勢も改善傾向にあります。しかし、一部新興国での景

況感は設備過剰も懸念されるなど、依然、不透明な状況にあります。 

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、受注状況につきましては、厳しい受注環境のもと光学機能性フィルム製造装置や電気・電子関連分野向け

を中心に推移いたしました。 

その結果、当第２四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。 

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。 

  

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、厳しい環境のもと、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 ％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。 

  

（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・改造等を行っております。 

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
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（２）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。その主な要因は受取手形

及び売掛金が 百万円増加し、有価証券が 百万円、仕掛品が 百万円それぞれ減少したことによりま

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 百万円減少し、 百万円となりました。その主な要因は未払法人

税等が 百万円増加し、支払手形及び買掛金が 百万円、前受金が 百万円それぞれ減少したことに

よります。 

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

れを 百万円実施する一方、退職給付引当金が 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、四半期

純利益を 百万円計上した一方、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、その他有価証

券評価差額金が 百万円増加したことによります。 

   

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によって使用されたキャッシュ・フローは 百万円（前年同期は 百万円の収入）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益が 百万円になったこと及び、売上債権が 百万円増加したこ

と、また、たな卸資産が 百万円減少したことによります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは 百万円（前年同期は 百万円の収入）となりました。

これは主に、有価証券の取得により 百万円、有形固定資産の取得により 百万円、それぞれ支出があった

こと及び、有価証券を売却したことにより 百万円の収入があったことによります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によって得られたキャッシュ・フローは 百万円（前年同期は 百万円の支出）となりました。これ

は主に、長期運転資金確保のため借入れを 百万円実施する一方、約定弁済を 百万円行ったこと、また、配

当金の支払を 百万円行ったことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  通期の連結業績予想につきましては、平成25年９月30日に公表しました通期の連結業績予想を修正しておりま

す。詳細につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 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。 
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（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。   

   

 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．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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,227,832 9,102,968

受取手形及び売掛金 6,518,556 12,558,151

有価証券 2,653,251 2,224,073

仕掛品 7,286,044 3,206,497

原材料及び貯蔵品 103,708 94,264

その他 716,047 315,153

貸倒引当金 △2,428 △6,011

流動資産合計 26,503,012 27,495,098

固定資産   

有形固定資産 3,132,244 3,307,177

無形固定資産 170,803 157,584

投資その他の資産   

投資有価証券 1,903,538 1,962,099

その他 300,009 265,676

投資その他の資産合計 2,203,547 2,227,775

固定資産合計 5,506,595 5,692,536

資産合計 32,009,607 33,187,634
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,518,970 7,498,824

短期借入金 20,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 438,996 471,436

未払法人税等 199,477 1,406,430

前受金 2,698,889 1,240,959

賞与引当金 179,350 178,225

製品保証引当金 20,900 29,900

資産除去債務 － 14,137

その他 765,108 1,083,486

流動負債合計 12,841,691 11,983,399

固定負債   

長期借入金 364,220 522,332

退職給付引当金 625,952 586,592

役員退職慰労引当金 180,310 132,256

資産除去債務 23,659 9,916

その他 6,029 4,727

固定負債合計 1,200,171 1,255,824

負債合計 14,041,863 13,239,224

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 16,846,071

自己株式 △406,844 △406,931

株主資本合計 17,683,049 19,626,683

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 284,695 321,727

その他の包括利益累計額合計 284,695 321,727

純資産合計 17,967,744 19,948,410

負債純資産合計 32,009,607 33,187,634
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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４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 7,193,143 20,146,955

売上原価 5,648,750 16,002,911

売上総利益 1,544,392 4,144,044

販売費及び一般管理費 831,602 806,741

営業利益 712,790 3,337,303

営業外収益   

受取利息 4,049 4,303

受取配当金 22,029 21,294

為替差益 － 12,184

その他 20,176 16,331

営業外収益合計 46,255 54,112

営業外費用   

支払利息 6,852 4,683

為替差損 4,399 －

固定資産除却損 5,751 1,270

その他 4,999 800

営業外費用合計 22,002 6,755

経常利益 737,043 3,384,661

特別利益   

受取保険金 － 50,309

特別利益合計 － 50,309

税金等調整前四半期純利益 737,043 3,434,970

法人税、住民税及び事業税 261,218 1,408,030

法人税等調整額 11,773 △7,050

法人税等合計 272,991 1,400,979

少数株主損益調整前四半期純利益 464,052 2,033,990

四半期純利益 464,052 2,033,990
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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４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 464,052 2,033,990

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △63,273 37,031

その他の包括利益合計 △63,273 37,031

四半期包括利益 400,778 2,071,022

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 400,778 2,071,022

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 737,043 3,434,970

減価償却費 169,023 191,805

長期前払費用償却額 4,801 6,898

賞与引当金の増減額（△は減少） 449 △1,125

貸倒引当金の増減額（△は減少） △504 3,583

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,596 △39,360

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,857 △48,054

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6,300 9,000

受取利息及び受取配当金 △26,078 △25,597

支払利息 6,852 4,683

受取保険金 － △50,309

固定資産除却損 5,751 1,270

売上債権の増減額（△は増加） 715,659 △7,497,525

たな卸資産の増減額（△は増加） △714,543 4,071,296

仕入債務の増減額（△は減少） 242,388 △1,143,272

未払金の増減額（△は減少） 6,685 172,313

前払費用の増減額（△は増加） △5,875 △7,438

未払消費税等の増減額（△は減少） △96,542 337,849

未収消費税等の増減額（△は増加） 78,495 473,522

その他 △13,787 86,520

小計 1,057,064 △18,968

利息及び配当金の受取額 25,680 25,776

利息の支払額 △6,852 △4,683

保険金の受取額 － 62,584

法人税等の支払額 △217,539 △195,878

法人税等の還付額 － 6,259

営業活動によるキャッシュ・フロー 858,353 △124,910

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,000 △1,000

定期預金の払戻による収入 132,000 2,000

有価証券の取得による支出 △895,849 △1,028,016

有価証券の売却による収入 1,796,000 1,062,000

有形固定資産の取得による支出 △214,542 △535,919

有形固定資産の売却による収入 40 380

無形固定資産の取得による支出 △38,692 △8,492

投資有価証券の取得による支出 △201,310 △101,336

投資有価証券の売却による収入 324 104,004

その他 △25,400 △26,132

投資活動によるキャッシュ・フロー 550,568 △532,513
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 25,000 40,000

長期借入れによる収入 320,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △245,168 △259,448

自己株式の取得による支出 △29 △87

配当金の支払額 △105,015 △90,376

その他 △971 △1,543

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,184 138,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,402,737 △518,878

現金及び現金同等物の期首残高 7,815,747 10,215,751

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,218,485 9,696,872
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 該当事項はありません。   

   

  該当事項はありません。   

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円）

（注）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。  

  

３．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 

 該当事項はありません。 

  

（４）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 

合計 
塗工機関連機器 化工機関連機器 その他 

売上高         

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部 
 4,320,330  2,477,570  395,242  7,193,143

 売上高又は振替高  －  －  －  －

計  4,320,330  2,477,570  395,242  7,193,143

セグメント利益  707,722  276,289  101,184  1,085,196

利益 金額 

報告セグメント計  1,085,196

全社費用（注）  △372,405

四半期連結損益計算書の営業利益  712,790
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円）

（注）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。  

  

３．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 

 該当事項はありません。 

   

  
報告セグメント 

合計 
塗工機関連機器 化工機関連機器 その他 

売上高         

 外部顧客への売上高  3,415,727  16,397,912  333,315  20,146,955

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 －  －  －  －

計  3,415,727  16,397,912  333,315  20,146,955

セグメント利益  401,038  3,249,419  75,302  3,725,759

利益 金額 

報告セグメント計  3,725,759

全社費用（注）  △388,456

四半期連結損益計算書の営業利益  3,337,303
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生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 当第２四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２四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２四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。 

  

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    2,867,326  △16.0

化工機関連機器  12,906,132  ＋553.2

その他  229,452  △11.1

合計  16,002,911  ＋183.3

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    5,641,925  ＋86.7  6,693,918  ＋49.8

化工機関連機器  3,504,118  △62.2  6,151,714  △67.7

その他  545,244  ＋52.0  331,412  ＋177.4

合計  9,691,287  △23.4  13,177,044  △44.2

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    3,415,727  △20.9

化工機関連機器  16,397,912  ＋561.9

その他  333,315  △15.7

合計  20,146,955  ＋180.1
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