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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 7,193 △37.9 712 31.3 737 32.2 464 30.3
24年3月期第2四半期 11,584 84.3 542 10.1 557 3.8 356 25.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 400百万円 （35.6％） 24年3月期第2四半期 295百万円 （45.7％）

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

25年3月期第2四半期 30.84 ―
24年3月期第2四半期 23.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 24,617 17,520 71.2
24年3月期 24,977 17,225 69.0
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 17,520百万円 24年3月期 17,225百万円

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

24年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
25年3月期 ― 6.00
25年3月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 18,500 △18.1 1,120 △19.9 1,200 △17.6 730 △16.1 48.51



(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

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績

は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
なお、上記業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の２ページから３ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報」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 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 15,394,379 株 24年3月期 15,394,379 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 349,501 株 24年3月期 349,436 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 15,044,915 株 24年3月期2Q 15,046,116 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景に緩やかな回復の兆し

が見られたものの、欧州の債務問題による金融不安や中国をはじめとするアジアの新興国経済の減速懸念、長引く

円高、株価の低迷などにより、国内景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、環境エネルギー分野や電気・電子関連分野の市場に注力し、高精度薄

膜塗工装置の拡販に努めてまいりました。

また、受注状況におきましては、厳しい受注環境のもとリチウムイオン電池向けの電極塗工装置や電気・電子

関連分野向けの成膜装置が低調に推移する一方、真空薄膜装置が堅調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 ％減）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 ％増）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。

（塗工機関連機器部門）

当部門は、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 ％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。

（化工機関連機器部門）

当部門は、電気・電子部材向成膜装置は堅調に推移した一方、真空薄膜装置等が減収となりました。

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。

（その他）

当部門は、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 ％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

流動資産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。その主な要因は現金及び

預金が 百万円、仕掛品が 百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が 百万円、有価証券が 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、投

資有価証券が 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。その主な要因は支払手形及

び買掛金が 百万円、1年内返済予定の長期借入金が 百万円それぞれ増加し、前受金が 百万円減少したこ

とによります。

固定負債は前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。その主な要因は、退職給

付引当金が 百万円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 百万円減少したことによります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,193 37.9

712 31.3 737 32.2 464

30.3

18,830 40.8

4,320 19.2 707

112.0

6,911 15.8

2,477 67.1 276

43.3

11,790 135.8

395 7.8 101

4.1

128 22.2

536 19,712

408 679 1,464 35

176 4,904

106

619 5,754

175 63 748

35 1,342

31

295 17,520

464 105

63
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（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

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などは受注生産であり、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。 

（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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,218,855 7,627,510

受取手形及び売掛金 6,839,098 5,374,686

有価証券 3,542,642 3,506,973

仕掛品 2,071,958 2,751,458

原材料及び貯蔵品 104,469 100,176

その他 475,182 354,474

貸倒引当金 △2,988 △2,484

流動資産合計 20,249,217 19,712,795

固定資産

有形固定資産 2,846,139 2,862,667

無形固定資産 151,402 172,652

投資その他の資産

投資有価証券 1,354,666 1,460,675

その他 383,717 416,466

貸倒引当金 △7,993 △7,993

投資その他の資産合計 1,730,391 1,869,149

固定資産合計 4,727,933 4,904,469

資産合計 24,977,150 24,617,265
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,267,278 3,442,849

短期借入金 55,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 450,336 513,416

未払法人税等 221,723 256,502

前受金 1,487,241 738,488

賞与引当金 178,994 179,443

製品保証引当金 22,600 16,300

その他 690,870 527,217

流動負債合計 6,374,043 5,754,216

固定負債

長期借入金 487,016 498,768

退職給付引当金 681,442 649,845

役員退職慰労引当金 180,580 165,722

資産除去債務 23,153 23,406

その他 5,614 4,569

固定負債合計 1,377,806 1,342,311

負債合計 7,751,849 7,096,528

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 14,326,162 14,684,900

自己株式 △406,780 △406,809

株主資本合計 17,106,926 17,465,635

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 118,375 55,101

その他の包括利益累計額合計 118,375 55,101

純資産合計 17,225,301 17,520,736

負債純資産合計 24,977,150 24,617,265
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

売上高 11,584,073 7,193,143

売上原価 10,132,967 5,648,750

売上総利益 1,451,105 1,544,392

販売費及び一般管理費 908,114 831,602

営業利益 542,990 712,790

営業外収益

受取利息 7,089 4,049

受取配当金 17,849 22,029

その他 15,255 20,176

営業外収益合計 40,194 46,255

営業外費用

支払利息 6,324 6,852

為替差損 15,017 4,399

固定資産除却損 369 5,751

その他 4,019 4,999

営業外費用合計 25,730 22,002

経常利益 557,454 737,043

税金等調整前四半期純利益 557,454 737,043

法人税、住民税及び事業税 191,038 261,218

法人税等調整額 10,232 11,773

法人税等合計 201,270 272,991

少数株主損益調整前四半期純利益 356,183 464,052

四半期純利益 356,183 464,052
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 356,183 464,052

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △60,619 △63,273

その他の包括利益合計 △60,619 △63,273

四半期包括利益 295,564 400,778

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 295,564 400,778

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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

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 557,454 737,043

減価償却費 188,437 169,023

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,099 449

貸倒引当金の増減額（△は減少） △154 △504

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,351 △31,596

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △550 △14,857

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,900 △6,300

受取利息及び受取配当金 △24,938 △26,078

支払利息 6,324 6,852

固定資産売却損益（△は益） △56 79

売上債権の増減額（△は増加） △1,623,930 715,659

たな卸資産の増減額（△は増加） △261,921 △714,543

仕入債務の増減額（△は減少） △1,130,625 242,388

その他 △177,944 △20,550

小計 △2,488,055 1,057,064

利息及び配当金の受取額 20,599 25,680

利息の支払額 △6,324 △6,852

法人税等の支払額 △630,404 △217,539

法人税等の還付額 13,668 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,090,516 858,353

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 △101,000 △2,000

定期預金の払戻による収入 68,000 132,000

有価証券の取得による支出 △599,400 △895,849

有価証券の売却による収入 3,930,000 1,796,000

有形固定資産の取得による支出 △32,959 △214,542

有形固定資産の売却による収入 100 40

無形固定資産の取得による支出 △29,278 △38,692

投資有価証券の取得による支出 △101,367 △201,310

投資有価証券の売却による収入 1,732 324

その他 △6,297 △25,400

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,129,529 550,568

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） 50,000 25,000

長期借入れによる収入 － 320,000

長期借入金の返済による支出 △247,168 △245,168

自己株式の取得による支出 △1,378 △29

自己株式の売却による収入 482 －

配当金の支払額 △105,505 △105,015

その他 △824 △971

財務活動によるキャッシュ・フロー △304,393 △6,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △265,381 1,402,737

現金及び現金同等物の期首残高 8,620,083 7,815,747

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,354,701 9,218,485
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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23年４月１日 至 平成23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）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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 3,624,477 7,530,777 428,818 11,584,073

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － －

計 3,624,477 7,530,777 428,818 11,584,073

セグメント利益 333,764 487,188 105,500 926,454

利益 金額

報告セグメント計 926,454

全社費用（注） △383,463

四半期連結損益計算書の営業利益 542,990
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Ⅱ 当第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。

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

セグメント間の内部

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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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 3,414,898 ＋12.8

化工機関連機器 1,975,868 △71.0

その他 257,983 △9.3

合計 5,648,750 △44.3

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 3,021,472 △45.8 6,911,427 △15.8

化工機関連機器 9,266,929 ＋248.2 11,790,384 ＋135.8

その他 358,681 △4.8 128,247 △22.2

合計 12,647,082 ＋46.9 18,830,058 ＋40.8

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 4,320,330 ＋19.2

化工機関連機器 2,477,570 △67.1

その他 395,242 △7.8

合計 7,193,143 △37.9
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