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1.  平成26年6月期第1四半期の連結業績（平成25年7月1日～平成25年9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6月期第1四半期 1,256 10.9 107 △6.2 92 △23.7 40 △29.5
25年6月期第1四半期 1,133 14.2 114 51.5 120 99.9 57 148.6

（注）包括利益 26年6月期第1四半期 103百万円 （15.7％） 25年6月期第1四半期 89百万円 （142.2％）

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

26年6月期第1四半期 30.71 ―
25年6月期第1四半期 43.58 ―

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6月期第1四半期 7,107 5,314 74.7 4,008.66
25年6月期 7,115 5,230 73.4 3,945.33
（参考） 自己資本 26年6月期第1四半期 5,307百万円 25年6月期 5,223百万円

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6月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
26年6月期 ―
26年6月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3. 平成26年 6月期の連結業績予想（平成25年 7月 1日～平成26年 6月30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) 2,498 6.6 226 20.1 231 △12.9 141 5.3 106.68
通期 5,005 5.6 415 14.2 460 △17.3 289 △9.3 218.87



(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監査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

財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）

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。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については、添付資料Ｐ．２「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

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6月期1Q 1,355,000 株 25年6月期 1,355,000 株
② 期末自己株式数 26年6月期1Q 30,939 株 25年6月期 30,939 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期1Q 1,324,061 株 25年6月期1Q 1,324,061 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、米国が緩やかに回復し、欧州に下げ止まりの兆しが見られ

ました。中国では成長率減速傾向に歯止めがかかりつつあり、新興国は概ね持ち直しの状況となりました。一方

で日本経済は、海外経済の緩やかな回復と円安を背景に、景気対策関連公共投資の増勢や個人消費の拡大等を受

けて回復基調を維持しました。

この間の当社グループを取り巻く事業環境は、主要販売先である自動車機器業界で、新車投入効果や耐久財

消費増加等による増産並びに新規受託製品生産の定常化が相俟って、ドライルーブ事業全体の受注生産活動を押

し上げ、期初に開示しました業績予想値に沿って推移しました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループ業績につきましては、売上高は 百万円（前年同期

比 ％増）、営業利益は 百万円（前年同期比 ％減）、経常利益は 百万円（前年同期比 ％減）、四

半期純利益は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。

当第１四半期連結累計期間におけるセグメント別の営業概況は次のとおりであります。

＜ドライルーブ事業＞

当社グループのドライルーブ・コーティング加工の売上高は、自動車機器向けが前年同期比 ％の増収、

光学機器向けが同 ％増収となり、電子部品関連は微減（横這い）の実績となりました。なお、当社海外グル

ープ会社のドライルーブ・タイランドでは、光学機器向けを筆頭に受注生産量が次第に増加してまいりました。

同社では操業初期段階につき、生産性・採算性の向上を併行して志向しております。

この結果、ドライルーブ事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。

＜その他事業＞

その他事業のナノカーボン製品の販売は、個人消費者向け・産業界向け製品ともに続伸せず、またオーディ

オ業界向けのＯＥＭ生産は一服の状況にあります。

この結果、その他事業の売上高は４百万円（前年同期比 ％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資 産

当第１四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ７百万円減少し、

百万円（前期末比 ％減）となりました。これは主に、関係会社出資金 百万円の増加等がありましたが、

現金及び預金 百万円の減少、有形固定資産純額 百万円の減少等によるものです。

② 負 債

当第１四半期連結会計期間末の負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、

百万円（前期末比 ％減）となりました。これは主に、支払手形及び買掛金 百万円の増加等がありました

が、未払法人税等 百万円の減少、借入金の返済による１年内返済予定の長期借入金 百万円の減少等による

ものです。

③ 純資産

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、四半期純利益 百万円の計上、配当金 百万円

の支払いにより株主資本が 百万円の増加したことに加え、為替換算調整勘定 百万円の増加等によりその他

の包括利益累計額が増加したことによるものです。

これらの結果、自己資本比率は ％（前連結会計年度末は ％）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

当面の国内経済見通しでは、海外経済の持ち直しや政府の景気対策奏効への期待、そして円高是正などにより

緩やかな経済成長が持続すると予見されています。一方で、政策効果剥落後の民需回復の停滞や海外経済の失速

等、内外に下振れ懸念があることから、先行不透明感は変わらず、平成25年８月９日に公表いたしました平成26

年６月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。今後、適時開示が必要となった場

合には、速やかに公表いたします。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表
（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６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,305,339 2,166,339

受取手形及び売掛金 864,841 856,997

商品及び製品 58,160 69,088

仕掛品 44,284 56,132

原材料及び貯蔵品 75,457 72,548

繰延税金資産 19,295 23,967

その他 59,282 34,717

貸倒引当金 △158 △157

流動資産合計 3,426,504 3,279,633

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,717,552 1,930,018

減価償却累計額 △969,901 △990,279

建物及び構築物（純額） 747,651 939,739

機械装置及び運搬具 1,485,034 1,513,392

減価償却累計額 △1,108,781 △1,132,029

機械装置及び運搬具（純額） 376,252 381,363

工具、器具及び備品 169,278 172,713

減価償却累計額 △109,277 △115,059

工具、器具及び備品（純額） 60,001 57,653

土地 1,145,715 1,289,821

建設仮勘定 371,641 －

有形固定資産合計 2,701,261 2,668,578

無形固定資産 52,529 46,955

投資その他の資産

投資有価証券 15,943 16,280

関係会社出資金 775,917 944,817

繰延税金資産 48,212 53,569

その他 95,040 98,013

投資その他の資産合計 935,113 1,112,680

固定資産合計 3,688,904 3,828,214

資産合計 7,115,409 7,107,847



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(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 355,903 386,468

短期借入金 75,200 79,819

1年内返済予定の長期借入金 383,800 342,200

未払法人税等 161,164 63,455

賞与引当金 15,535 43,168

その他 120,284 101,626

流動負債合計 1,111,887 1,016,737

固定負債

長期借入金 510,000 510,000

退職給付引当金 132,586 135,871

長期未払金 129,959 130,712

固定負債合計 772,545 776,583

負債合計 1,884,433 1,793,321

純資産の部

株主資本

資本金 375,956 375,956

資本剰余金 460,956 460,956

利益剰余金 4,356,465 4,377,272

自己株式 △11,523 △11,523

株主資本合計 5,181,854 5,202,661

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △139 38

為替換算調整勘定 42,138 105,008

その他の包括利益累計額合計 41,999 105,047

少数株主持分 7,121 6,816

純資産合計 5,230,975 5,314,526

負債純資産合計 7,115,409 7,107,847



（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７月１日
至 平成24年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 1,133,077 1,256,928

売上原価 815,417 945,348

売上総利益 317,660 311,579

販売費及び一般管理費 203,099 204,122

営業利益 114,560 107,456

営業外収益

受取利息 91 108

受取配当金 － 6

為替差益 3,708 －

持分法による投資利益 5,444 －

その他 369 155

営業外収益合計 9,614 270

営業外費用

支払利息 3,552 3,041

為替差損 － 3,101

持分法による投資損失 － 9,542

その他 1 1

営業外費用合計 3,553 15,687

経常利益 120,621 92,038

税金等調整前四半期純利益 120,621 92,038

法人税、住民税及び事業税 75,444 61,759

法人税等調整額 △10,764 △10,128

法人税等合計 64,679 51,631

少数株主損益調整前四半期純利益 55,941 40,407

少数株主損失（△） △1,755 △260

四半期純利益 57,697 40,668



（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７月１日
至 平成24年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年７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 55,941 40,407

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,234 178

為替換算調整勘定 509 3,172

持分法適用会社に対する持分相当額 34,195 59,652

その他の包括利益合計 33,471 63,003

四半期包括利益 89,412 103,411

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 90,652 103,716

少数株主に係る四半期包括利益 △1,239 △305



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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