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1. 平成26年9月期第2四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26年3月31日） 

(注)平成25年7月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しています。これに伴い、前連 
結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しています。 

(2) 連結財政状態 

(注)平成25年7月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しています。これに伴い、前連 
結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産を算定しています。  

(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9月期第2四半期 9,514 44.0 1,745 ― 1,750 ― 1,189 ―
25年9月期第2四半期 6,606 35.9 △177 ― △415 ― △314 ―

（注）包括利益 26年9月期第2四半期 1,362百万円 （466.4％） 25年9月期第2四半期 240百万円 （―％）

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9月期第2四半期 104.99 ―
25年9月期第2四半期 △27.76 ―

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9月期第2四半期 19,354 11,601 53.5 924.54
25年9月期 19,045 10,451 49.0 822.55
（参考）自己資本 26年9月期第2四半期 10,361百万円 25年9月期 9,325百万円

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7月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しています。 

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9月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年9月期 ― 0.00
26年9月期（予想） ― 10.00 10.00

3. 平成26年 9月期の連結業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9月30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 18,500 2.5 3,300 58.9 3,300 87.3 2,300 24.3 204.13



(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） 

（注）平成25年7月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しています。これに伴い、前
連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しています。 

※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、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のレビュー手続は終了していません。 

※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予想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、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）連結業績予想に関する定性的情報」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9月期2Q 11,368,400 株 25年9月期 11,368,400 株
② 期末自己株式数 26年9月期2Q 161,100 株 25年9月期 31,200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期2Q 11,327,825 株 25年9月期2Q 11,337,200 株
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、欧州経済がようやく底打ちするとともに、米国経済

が底堅く推移し、全体として緩やかな回復傾向が続きました。わが国経済においても、円安の進行およ

び株価上昇などを背景に、企業収益や個人消費にも改善の動きがみられ、景気は緩やかな回復基調で推

移いたしました。しかしながら、中国や新興国経済の減速懸念や消費増税後の景気動向が懸念されるな

ど、景気の先行きはいまだ不透明な状況にあります。 

当社グループが属するフラットパネルディスプレイ業界におきましては、大型パネル市場ではテレビ

の需要が弱く販売が振るわない中、パネル価格は一部のサイズを除き下落が継続いたしました。一方、

開発面では、現行のフルハイビジョンの４倍の画素数を持つ「４Ｋテレビ」や、画面が湾曲した「曲面

テレビ」の開発競争が加速するとともに、サイズの大型化も進んでおります。スマートフォンやタブレ

ット端末などの中小型パネル市場につきましては、大手ブランドによるハイエンド機種の成長が一部鈍

化しつつあるものの、ホワイトボックスと呼ばれる小規模メーカーの低価格機種が成長したことなどに

より、引き続き活況を維持しました。なお、パネルメーカーは中国メーカーを中心に高い稼働率を続け

ております。 

そのような状況の中、当社グループにおきましては、大型パネルおよび中小型パネルともに開発需要

が旺盛な状況で推移したこと、中国の液晶パネルラインの新規立ち上がりの影響などにより、第８世代

以下用のフォトマスク需要は想定を上回って好調に推移しました。また、第10世代用のフォトマスク需

要は、想定通りの推移となり、前年同期を上回る売上高となりました。 

その結果、当社グループの連結業績につきましては、売上高95億14百万円（前年同期比44.0％増）と

なりました。利益につきましては、営業利益17億45百万円（前年同期は１億77百万円の営業損失）、経

常利益17億50百万円（前年同期は４億15百万円の経常損失）、四半期純利益11億89百万円（前年同期は

３億14百万円の四半期純損失）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて３億９百万円増加し

193億54百万円となりました。これは主に、現金及び預金やたな卸資産、有形固定資産が減少した一方

で、受取手形及び売掛金が増加したことによるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて８億39百万円減少し77億53百万円となりました。これは主

に、短期借入金や未払法人税等が増加した一方で、支払手形及び買掛金が減少したことによるものであ

ります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて11億49百万円増加し116億１百万円となりました。これは

主に、自己株式の買取を行った一方で、利益剰余金が増加したことによるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、本日別途公表いたしました「第２四半

期累計期間業績予想と実績値の差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,370,822 3,929,247

受取手形及び売掛金 5,140,394 6,534,442

商品及び製品 82,668 54,694

仕掛品 247,333 151,046

原材料及び貯蔵品 1,531,261 1,414,637

その他 343,436 237,628

貸倒引当金 △12,747 △5,027

流動資産合計 11,703,168 12,316,669

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,604,102 3,459,843

機械装置及び運搬具（純額） 1,418,628 1,270,733

土地 1,607,750 1,607,750

その他（純額） 92,169 160,543

有形固定資産合計 6,722,651 6,498,870

無形固定資産   

のれん 33,828 28,507

ソフトウエア 164,314 146,599

無形固定資産合計 198,142 175,106

投資その他の資産   

その他 421,484 364,181

貸倒引当金 △100 △200

投資その他の資産合計 421,384 363,981

固定資産合計 7,342,178 7,037,958

資産合計 19,045,347 19,354,628

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,160,827 3,609,718

短期借入金 210,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 107,700 467,895

その他 1,059,865 921,963

流動負債合計 7,138,393 6,599,577

固定負債   

長期借入金 1,400,000 1,100,000

その他 55,175 54,049

固定負債合計 1,455,175 1,154,049

負債合計 8,593,568 7,753,626
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,109,722 4,109,722

資本剰余金 4,335,413 4,335,413

利益剰余金 1,067,173 2,143,072

自己株式 △48,338 △148,299

株主資本合計 9,463,971 10,439,908

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 68,616 59,051

為替換算調整勘定 △207,207 △137,319

その他の包括利益累計額合計 △138,590 △78,267

少数株主持分 1,126,397 1,239,361

純資産合計 10,451,779 11,601,002

負債純資産合計 19,045,347 19,354,628
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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10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 6,606,163 9,514,065

売上原価 5,915,342 6,663,821

売上総利益 690,820 2,850,244

販売費及び一般管理費 868,380 1,104,563

営業利益又は営業損失（△） △177,560 1,745,681

営業外収益   

受取利息 3,833 2,213

不動産賃貸料 14,634 14,749

その他 25,010 24,878

営業外収益合計 43,479 41,841

営業外費用   

支払利息 24,725 10,704

為替差損 224,866 6,538

支払手数料 23,704 14,477

その他 8,484 5,375

営業外費用合計 281,780 37,096

経常利益又は経常損失（△） △415,861 1,750,426

特別利益   

補助金収入 100,000 100,000

特別利益合計 100,000 100,000

特別損失   

有形固定資産除却損 5,028 21,786

特別損失合計 5,028 21,786

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（△）

△320,889 1,828,640

法人税、住民税及び事業税 46,272 493,338

法人税等調整額 － 51,707

法人税等合計 46,272 545,046

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（△）

△367,162 1,283,593

少数株主利益又は少数株主損失（△） △52,445 94,323

四半期純利益又は四半期純損失（△） △314,717 1,189,270
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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10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31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（△）

△367,162 1,283,593

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 16,804 △9,565

為替換算調整勘定 590,941 88,528

その他の包括利益合計 607,745 78,963

四半期包括利益 240,582 1,362,556

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 160,359 1,249,592

少数株主に係る四半期包括利益 80,222 112,964
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 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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