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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第89期
第１四半期
連結累計期間

第90期
第１四半期
連結累計期間

第89期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 （千円） 2,317,065 5,094,571 15,732,258

経常利益 （千円） 117,040 654,219 1,242,679

四半期（当期）純利益 （千円） 59,213 409,259 771,770

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △1,388 410,659 938,090

純資産額 （千円） 17,118,598 18,288,134 17,967,744

総資産額 （千円） 24,600,747 34,359,735 32,009,607

１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 3.94 27.20 51.30

潜在株式調整後

１株当たり四半期

（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 69.59 53.23 56.13

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。　

　

(1) 業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や長引いた円高が修正局面を迎えたことなど

を受け内需は緩やかながらも回復の兆しが現れました。

　また、米国でも、雇用情勢の改善が進むなど景気は回復傾向で推移いたしました。しかし、一部のアジア新興国や欧

州では依然厳しい状況が続いており、経済の成長が鈍化傾向にあるなど、不透明な一面も見られました。

　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、受注状況におきましては厳しい受注環境のもと、光学機能性フィルムや真空薄膜装置を中心に推移いたしま

した。

　その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は5,094百万円（前年同期比119.9％増）となり、利益面では営業利

益は613百万円（前年同期比549.6％増）、経常利益は654百万円（前年同期比459.0％増）、四半期純利益は409百万

円（前年同期比591.2％増）となりました。

　受注残高につきましては、22,880百万円（前期末比3.2％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、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1,389百万円（前年同期比4.7％増）となりました。また、セグメント利益は126百万円（前年

同期比1.9％増）となりました。

　受注残高につきましては、5,159百万円（前期末比15.5％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3,544百万円（前年同期比348.3％増）となりました。また、セグメント利益は652百万円（前

年同期比662.2％増）となりました。

　受注残高につきましては、17,406百万円（前期末比8.6％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・改造などを行っております。

　売上高は160百万円（前年同期比19.2％減）となりました。また、セグメント利益は29百万円（前年同期比55.9

％減）となりました。

　受注残高につきましては、314百万円（前期末比162.9％増）となりました。

　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた対処

すべき課題はありません。
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(3) 研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は、100百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(4) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

　当第１四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。

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 1,167,498 ＋4.4

化工機関連機器 2,809,913 ＋358.9

その他 109,633 ＋1.6

合計 4,087,045 ＋122.3

（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１四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。

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 2,081,286 ＋351.1 5,159,141 ＋15.5

化工機関連機器 1,905,314 ＋79.5 17,406,781 △8.6

その他 355,362 ＋53.2 314,180 ＋162.9

合計 4,341,962 ＋147.4 22,880,102 △3.2

（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１四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。

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 1,389,865 ＋4.7

化工機関連機器 3,544,042 ＋348.3

その他 160,663 △19.2

合計 5,094,571 ＋119.9

（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。
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(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び戦略的現状と見通し

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更及び新た

に生じたものはありません。

　

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

①　資金需要

　当社グループの資金需要の主なものは、運転資金、法人税等の支払、設備投資、借入金の返済、配当金の支払等で

あります。

　また、その資金は、主として自己資金により充当し、金融機関からの借入による資金調達を必要に応じて実施す

ることで金融費用を低減するよう努めております。

　

　

②　総資産

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ2,350百万円増加し、34,359百万円となりまし

た。以下において主な科目別に説明いたします。

　

（資産）

　流動資産は前連結会計年度末に比べ2,251百万円増加し、28,754百万円となりました。その主な要因は、仕掛品

が3,078百万円増加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98百万円増加し、5,605百万円となりました。その主な要因は、有形

固定資産が42百万円、投資その他の資産が62百万円それぞれ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2,186百万円増加し、15,028百万円となりました。その主な要因は、支払手

形及び買掛金が1,642百万円、また運転資金のため短期借入金が195百万円、前受金が262百万円それぞれ増加し

たことによります。

　固定負債は前連結会計年度末に比べ157百万円減少し、1,043百万円となりました。その主な要因は、借入金の

約定弁済により長期借入金が71百万円、役員退職慰労引当金が52百万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320百万円増加し、18,288百万円となりました。その主な要因は、前連結会計

年度に係る期末配当金を90百万円支払ったこと、四半期純利益が409百万円となったことによります。

　

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

　当第１四半期連結累計期間において経営者の問題認識と今後の方針について重要な変更及び新たに生じたものは

ありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成25年８月９日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,394,379 15,394,379
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

100株

計 15,394,379 15,394,379 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 15,394,379 － 1,847,821 － 1,339,654

　 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 

普通株式　　　　349,500
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　 15,036,700 150,367 －

単元未満株式 普通株式       　 8,179 － －

発行済株式総数 15,394,379 － －

総株主の議決権 － 150,367 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権10個）

含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式57株が含まれております。

　

②【自己株式等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年６月30日現在　

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社ヒラノテクシード

奈良県北葛城郡

河合町大字川合101番地の１
349,500 － 349,500 2.27

計 － 349,500 － 349,500 2.27

（注）　当第１四半期会計期間末現在の保有自己株式数は349,557株です。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,227,832 10,824,771

受取手形及び売掛金 ※
 6,518,556

※
 5,549,499

有価証券 2,653,251 1,547,233

仕掛品 7,286,044 10,364,880

原材料及び貯蔵品 103,708 92,824

その他 716,047 377,096

貸倒引当金 △2,428 △2,159

流動資産合計 26,503,012 28,754,146

固定資産

有形固定資産 3,132,244 3,174,853

無形固定資産 170,803 164,601

投資その他の資産

投資有価証券 1,903,538 2,014,630

その他 300,009 251,503

投資その他の資産合計 2,203,547 2,266,134

固定資産合計 5,506,595 5,605,588

資産合計 32,009,607 34,359,735
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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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,518,970 10,161,793

短期借入金 20,000 215,000

1年内返済予定の長期借入金 438,996 380,536

未払法人税等 199,477 275,072

前受金 2,698,889 2,961,395

賞与引当金 179,350 54,973

製品保証引当金 20,900 17,400

その他 765,108 962,386

流動負債合計 12,841,691 15,028,557

固定負債

長期借入金 364,220 293,196

退職給付引当金 625,952 593,078

役員退職慰労引当金 180,310 127,639

資産除去債務 23,659 23,788

その他 6,029 5,340

固定負債合計 1,200,171 1,043,042

負債合計 14,041,863 16,071,600

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 15,221,339

自己株式 △406,844 △406,844

株主資本合計 17,683,049 18,002,039

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 284,695 286,095

その他の包括利益累計額合計 284,695 286,095

純資産合計 17,967,744 18,288,134

負債純資産合計 32,009,607 34,359,735
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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４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 2,317,065 5,094,571

売上原価 1,838,681 4,087,045

売上総利益 478,384 1,007,525

販売費及び一般管理費 383,925 393,958

営業利益 94,458 613,567

営業外収益

受取利息 833 3,492

受取配当金 19,764 19,729

為替差益 － 12,037

その他 10,401 9,421

営業外収益合計 30,998 44,680

営業外費用

支払利息 3,078 2,473

その他 5,337 1,555

営業外費用合計 8,416 4,028

経常利益 117,040 654,219

特別利益

受取保険金 － 37,829

特別利益合計 － 37,829

税金等調整前四半期純利益 117,040 692,049

法人税、住民税及び事業税 76,375 282,854

法人税等調整額 △18,548 △64

法人税等合計 57,826 282,790

少数株主損益調整前四半期純利益 59,213 409,259

四半期純利益 59,213 409,259
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【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４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 59,213 409,259

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △60,602 1,400

その他の包括利益合計 △60,602 1,400

四半期包括利益 △1,388 410,659

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,388 410,659

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。　
　

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　該当事項はありません。

　 

（追加情報）

　該当事項はありません。

　

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連

結会計期間末日残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）　

当第１四半期連結会計期間

（平成25年６月30日）　

受取手形 18,737千円　 190,427千円　

　

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産にかかる償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　

前第１四半期連結累計期間

（自　平成24年４月１日

至　平成24年６月30日）　

当第１四半期連結累計期間

（自　平成25年４月１日

至　平成25年６月30日）　

減価償却費 83,987千円 93,201千円

　 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 105,314 7.00平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 90,268 6.00平成25年３月31日平成25年６月28日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６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）

 
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

売上高又は振替高

1,327,828　

－　

790,500　

－　

198,736　

－　

2,317,065　

－　

計 1,327,828　 790,500　 198,736　 2,317,065　

セグメント利益 123,720　 85,614　 67,087　 276,422　

　　

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）

利益 金額

報告セグメント計

全社費用（注）

　276,422

　△181,963

四半期連結損益計算書の営業利益 94,458

（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。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６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）

 
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

売上高又は振替高

1,389,865　

－　

3,544,042　

－　

160,663　

－　

5,094,571　

－　

計 1,389,865　 3,544,042　 160,663　 5,094,571　

セグメント利益 126,132　 652,549　 29,582　 808,265　

　　

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）

利益 金額

報告セグメント計

全社費用（注）

　808,265

　△194,697

四半期連結損益計算書の営業利益 613,567

（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。
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（金融商品関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　　

（有価証券関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

（デリバティブ取引関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。　

 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 3円94銭 27円20銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 59,213 409,259

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 59,213 409,259

普通株式の期中平均株式数（株） 15,044,943 15,044,822

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

　 

　 平成25年８月７日

株式会社ヒラノテクシード

取　締　役　会　御　中 　

 

　 有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大  西  康  弘　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 藤　井　睦　裕　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株
式会社ヒラノテクシードの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連
結会計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４
月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半
期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し
て四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財
務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して
実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて
限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に
公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヒラノテクシード及び連結
子会社の平成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成
績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
　

以　上
　 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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