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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 4,685 △5.9 161 △36.2 216 △2.6 165 11.0
24年3月期第2四半期 4,978 △15.8 252 △62.8 222 △64.4 149 △64.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △216百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △524百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 13.33 ―
24年3月期第2四半期 12.01 ―

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

25年3月期第2四半期 29,343 26,717 91.1 2,153.74
24年3月期 30,179 27,020 89.5 2,178.17
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  26,717百万円 24年3月期  27,020百万円

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  ：  有  
期末配当については未定であります。 

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

24年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
25年3月期 ― 6.00
25年3月期（予想） ― ― ―

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  ：  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 10,500 4.8 300 △7.2 390 △32.9 314 171.9 25.31



(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  ：  有  
（注）詳細は添付資料2ページをご覧ください。 

(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2ページをご覧ください。 

(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
半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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測等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報および合理的と判断した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業況の変化など、経済情勢の変動等に関わるリスクや不確定性により予想と大きくかけ離れた結
果となる可能性があります。 

※  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 13,079,525 株 24年3月期 13,079,525 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 674,306 株 24年3月期 674,295 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 12,405,223 株 24年3月期2Q 12,405,435 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 (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世界経済は、財政危機に起因する欧州での消費・投資活動の停滞や米

国での雇用・住宅市場の回復の遅れに加え、新興国においても先進国向け輸出の伸び悩みなどから成長の減

速が見られ、引続き先行き不透明な状況となりました。一方、わが国経済は、震災復興需要などにより一部

で回復の兆しも見えたものの、世界的な景気減速の影響や長期化する円高によって厳しい状況が続きました。 

 このような事業環境の中で、当社グループは既存の電機市場に加え、自動車ビジネス市場攻略に向けた本

格的な開発・生産・販売体制を構築して事業拡大に注力すると共に、ITOフィルム事業の生産体制・販売体制

を強化するなど、新たな柱となる事業基盤の整備強化に注力してまいりましたが、主力市場である電機業界

の業績不振の影響は大きく、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は46億８千５百万円（前年

同期比5.9％減）、営業利益は１億６千１百万円（前年同期比36.2％減）となりました。一方、経常利益は２

億１千６百万円と、為替差損の減少などから前年同期比2.6％減に留まり、四半期純利益は固定資産売却益な

どにより１億６千５百万円（前年同期比11.0％増）となりました。 

 (2）連結業績予想に関する定性的情報 

 国内経済は一部に復興需要による回復傾向が見られるものの、尖閣諸島問題に端を発する中国ビジネス停

滞の影響が出始めています。また、海外では欧州の債務危機や米国景気の足踏み状態が続いており、内外経

済は総じて下振れリスクの懸念があります。 

 平成25年３月期の通期連結業績予想につきましては、当社グループの主力市場である電機業界が薄型テレ

ビをはじめとするデジタル家電の市場悪化など、当社グループを取り巻く事業環境は当初の想定に比べ厳し

くなるものと見込んでおり、前回発表の予想を修正いたします。 

 当社グループの今後につきましては、自動車向けビジネスやＩＴＯフィルムビジネス、新エネルギー分野

の市場開拓などに引き続き注力し、成長市場である中国、アセアン地域での生産、販売を一層強化して地産

地消ビジネスの拡大に努めてまいります。 

通期連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

 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

前回発表予想（A） 11,000 450 610 470 37.89

今回修正予想（B） 10,500 300 390 314 25.31

増減額（B-A） △500 △150 △220 △156 

増減率（％） △4.5 △33.3 △36.1 △33.2 

（ご参考）前期実績 

（平成24年３月期） 
10,016 323 581 115 9.31

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算

しております。 

(2）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分することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

四半期連結財務諸表提出会社 

 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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ1,833千円増加しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
(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 9,467,853 9,104,334

受取手形及び売掛金 2,870,678 2,692,459

有価証券 4,601,958 5,403,620

商品及び製品 411,406 462,964

仕掛品 92,364 92,535

原材料及び貯蔵品 97,720 120,975

その他 439,902 461,514

貸倒引当金 △3,296 △2,882

流動資産合計 17,978,587 18,335,521

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,753,892 3,732,236

その他（純額） 3,252,430 3,138,112

有形固定資産合計 7,006,323 6,870,348

無形固定資産   

その他 500,329 503,626

無形固定資産合計 500,329 503,626

投資その他の資産   

投資有価証券 2,094,816 1,059,715

その他 2,616,974 2,592,353

貸倒引当金 △17,960 △18,226

投資その他の資産合計 4,693,831 3,633,842

固定資産合計 12,200,484 11,007,817

資産合計 30,179,072 29,343,338

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,535,624 1,272,345

未払法人税等 116,543 91,102

賞与引当金 223,980 199,590

その他 483,629 274,658

流動負債合計 2,359,779 1,837,697

固定負債   

退職給付引当金 448,223 424,411

役員退職慰労引当金 334,480 －

長期未払金 － 337,030

その他 15,834 26,602

固定負債合計 798,537 788,044

負債合計 3,158,316 2,625,742
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,770,000 2,770,000

資本剰余金 3,915,130 3,915,130

利益剰余金 23,642,439 23,721,007

自己株式 △957,468 △957,476

株主資本合計 29,370,100 29,448,661

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 62,387 65,368

為替換算調整勘定 △2,411,731 △2,796,433

その他の包括利益累計額合計 △2,349,344 △2,731,064

純資産合計 27,020,755 26,717,596

負債純資産合計 30,179,072 29,343,338
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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 4,978,867 4,685,259

売上原価 2,617,757 2,455,595

売上総利益 2,361,110 2,229,664

販売費及び一般管理費 2,108,272 2,068,337

営業利益 252,837 161,326

営業外収益   

受取利息 53,104 45,507

受取配当金 3,701 2,958

不動産賃貸料 18,350 20,753

その他 31,680 18,390

営業外収益合計 106,836 87,610

営業外費用   

支払利息 736 692

為替差損 129,658 24,374

売上割引 1,841 1,265

賃貸収入原価 3,136 3,083

その他 1,753 2,833

営業外費用合計 137,126 32,249

経常利益 222,547 216,686

特別利益   

固定資産売却益 265 81,970

投資有価証券売却益 7,931 17,288

特別利益合計 8,196 99,259

特別損失   

固定資産売却損 967 5,869

固定資産除却損 145 1,958

投資有価証券売却損 4,558 65,453

投資有価証券償還損 － 13,304

特別損失合計 5,671 86,584

税金等調整前四半期純利益 225,071 229,361

法人税等 76,063 63,956

少数株主損益調整前四半期純利益 149,008 165,405

四半期純利益 149,008 165,405
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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 149,008 165,405

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29,045 2,981

為替換算調整勘定 △644,538 △384,701

その他の包括利益合計 △673,584 △381,720

四半期包括利益 △524,575 △216,314

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △524,575 △216,314

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 (3）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

 (4）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。 

 

以上 
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