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1. 平成27年3月期第1四半期の業績（平成26年4月1日～平成26年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

27年3月期第1四半期 381 △1.3 32 ― 41 ― 69 166.1
26年3月期第1四半期 386 △2.2 △19 ― △20 ― 26 ―

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

27年3月期第1四半期 17.77 ―
26年3月期第1四半期 6.59 ―

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

27年3月期第1四半期 7,534 6,816 90.5 1,741.04
26年3月期 7,491 6,757 90.2 1,726.17
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 6,816百万円 26年3月期 6,757百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成27年 3月期の業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3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 ： 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

通期 1,550 1.6 60 ― 90 78.5 80 ― 20.43



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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） 27年3月期1Q 5,000,000 株 26年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 1,085,036 株 26年3月期 1,085,036 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 3,914,964 株 26年3月期1Q 3,964,964 株

※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の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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、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）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による経済対策や金融緩和を背景に企業業績の回復

や設備投資の持ち直しが見られるなど緩やかな回復基調となりました。しかし、消費税率引き上げによる個人消

費の落ち込みなど、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

 スクリーン印刷用製版業界におきましては、主要顧客である電子部品・デバイス業界、とりわけスマートフォ

ンやタブレット端末の需要の増加により民生用電子機器関連の一部の製品の出荷額が増加傾向にありますが、本

格的な回復には至っておりません。また、同業他社との価格競争が厳しく引き続き厳しい状況が続いておりま

す。

 このような状況のもと、当社におきましては、生産設備の稼働率向上、高精度製品の安定生産、売上高の拡

大、経費の見直しに取り組んでまいりました。その結果、売上高につきましては、製品売上高３億66百万円（前

年同期比 5.4％増）、商品売上高15百万円（前年同期比 61.1％減）となり、売上高合計３億81百万円（前年同期

比 1.3％減）となりました。

 利益面におきましては、製品売上高の増加と経費削減等により改善がみられ、営業利益32百万円（前年同期 営

業損失19百万円）、経常利益41百万円（前年同期 経常損失20百万円）、四半期純利益69百万円（前年同期 四半期

純利益26百万円）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。

 ①スクリーンマスク

 当セグメントにおきましては、受動部品用や接続部品用の売上が堅調に推移し、売上高２億95百万円（前年同

期比 4.6％増）、セグメント利益79百万円（前年同期比 33.2％増）となりました。

 ②フォトマスク

 当セグメントにおきましては、大型フォトマスクの売上が堅調に推移し、売上高71百万円（前年同期比 8.8％

増）、セグメント利益については27百万円（前年同期比 284.9％増）となりました。

 ③その他

 当セグメントにおきましては、印刷機等の売上が低調だったため、売上高15百万円（前年同期比 61.1％減）、

セグメント利益３百万円（前年同期比 28.0％減）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

 資産、負債及び純資産の状況

 当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して、43百万円増加して75億34百万円となりま

した。負債は、14百万円減少して７億18百万円となりました。純資産は、58百万円増加して68億16百万円となり、

その結果自己資本比率は、90.5％となりました。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

 業績予想につきましては、平成26年５月12日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期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。

 

（２）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。

 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等

 該当事項はありません。
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４．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,440,787 2,139,177 

受取手形及び売掛金 409,682 403,993 

有価証券 1,289,054 626,290 

商品及び製品 4,191 4,522 

仕掛品 33,083 33,167 

原材料及び貯蔵品 60,774 56,538 

その他 18,898 39,570 

貸倒引当金 △1,761 △1,737 

流動資産合計 3,254,710 3,301,523 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 744,875 733,795 

機械及び装置（純額） 107,534 98,808 

土地 1,555,675 1,555,675 

その他（純額） 22,733 21,920 

有形固定資産合計 2,430,818 2,410,199 

無形固定資産 3,343 6,228 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,568,979 1,581,405 

その他 233,440 235,278 

投資その他の資産合計 1,802,419 1,816,683 

固定資産合計 4,236,581 4,233,111 

資産合計 7,491,292 7,534,635 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 175,077 131,969 

未払法人税等 8,724 10,635 

引当金 13,366 23,037 

その他 103,690 112,970 

流動負債合計 300,857 278,612 

固定負債   

退職給付引当金 36,584 37,241 

役員退職慰労引当金 345,875 348,021 

繰延税金負債 50,074 54,637 

固定負債合計 432,534 439,900 

負債合計 733,392 718,513 

純資産の部   

株主資本   

資本金 925,750 925,750 

資本剰余金 1,405,550 1,405,550 

利益剰余金 5,017,325 5,067,306 

自己株式 △681,151 △681,151 

株主資本合計 6,667,473 6,717,455 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 90,426 98,666 

評価・換算差額等合計 90,426 98,666 

純資産合計 6,757,899 6,816,122 

負債純資産合計 7,491,292 7,534,635 
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

  （単位：千円） 

 
前第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 386,736 381,633 

売上原価 304,544 254,914 

売上総利益 82,192 126,719 

販売費及び一般管理費 101,808 93,755 

営業利益又は営業損失（△） △19,615 32,963 

営業外収益   

受取利息 8,595 8,459 

為替差益 2,759 － 

その他 427 334 

営業外収益合計 11,782 8,793 

営業外費用   

為替差損 － 338 

有価証券償還損 9,965 － 

固定資産除却損 2,540 － 

その他 0 0 

営業外費用合計 12,506 338 

経常利益又は経常損失（△） △20,340 41,418 

特別利益   

受取弁済金 47,630 34,601 

特別利益合計 47,630 34,601 

税引前四半期純利益 27,290 76,019 

法人税、住民税及び事業税 1,150 6,463 

法人税等合計 1,150 6,463 

四半期純利益 26,140 69,556 
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（３）四半期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）

 該当事項はありません。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。
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