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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 1,741 △1.8 286 7.1 275 23.5 △107 ―

23年3月期第1四半期 1,773 48.6 267 420.6 222 164.8 178 239.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △31百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 220百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △5.35 ―

23年3月期第1四半期 8.91 ―

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

24年3月期第1四半期 10,217 7,864 77.0 391.84
23年3月期 10,521 8,176 77.7 407.40

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  7,864百万円 23年3月期  8,176百万円

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

23年3月期 ― 4.00 ― 14.00 18.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 3,200 △10.3 350 △34.6 327 △29.8 △91 ― △4.55

通期 6,650 △5.7 868 △5.5 823 △6.2 301 121.3 15.01



(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3ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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 

(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きの対象外であり、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き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 
  業績予想は、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、今後さまざまな要因により業績予想とは異なる
結果となる可能性があります。なお、業績予想につきましては、2ページの連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

4.  その他

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   ：  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） 24年3月期1Q 20,071,093 株 23年3月期 20,071,093 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 34 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 20,071,085 株 23年3月期1Q 20,071,237 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国、ユーロ圏の金融・財政問題等の懸念材料があり、依然と

して先行きに関して不透明感を払拭できない状況にあります。 

 国内においては、３月11日に発生した東日本大震災の影響による経済活動の停滞や夏場の電力不足問題等の不安

定化が懸念され、景気の先行きが非常に不透明な状況となっております。 

 そのような中、エレクトロニクス業界では、スマートフォンやタブレットPC等の販売は堅調に推移したものの、

薄型テレビとPCの販売が不調となり、全般的に力強い需要はみられませんでした。 

 電子基板業界では、高密度電子基板を含め、全般的に不調となり、エレクトロニクス業界と同様に回復傾向には

至りませんでした。 

 このような状況のもと、当社グループは中国を中心とする海外向けの高密度電子基板用薬品の販売と技術サポー

トに注力いたしました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は17億41百万円（前年同期比1.8％減）となりました。営業利益

は２億86百万円（前年同期比7.1％増）、経常利益は２億75百万円（前年同期比23.5％増）、四半期純損失は移転

価格税制に係る更正通知受領による追徴税額２億44百万円を計上したことにより１億７百万円の損失（前年同期

は、１億78百万円の四半期純利益）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債および純資産の状況 

 資産は、日本での配当金および税金の支払いにより現金及び預金が減少した結果、前連結会計年度に比べて３億

３百万円減少し102億17百万円となりました。 

 負債は、日本の法人税等の更正による増加により未払法人税等が増加し、設備関係支払手形の減少によりその他

の科目が減少しました。その結果、前連結会計年度に比べて８百万円増加し23億52百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失および配当により利益剰余金が減少した結果、前連結会計年度に比べて３億12百万円減

少し78億64百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は77.0％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期通期連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

 平成24年３月期の通期連結業績予想については、東日本大震災の影響により合理的な算定が困難であったため未

定としておりましたが、今後想定される復興に伴う需要の動向や電力供給の状況、景気の回復の見込みなど、いま

だ不確実性は残るものの、現時点における入手可能な情報や予測等に基づき、平成23年６月29日に公表いたしまし

た。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  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 

今期予想 

（平成23年６月29日発表） 
6,650 868 823 301 15.01 

前期実績 

（平成23年３月期） 
7,049 919 877 136 6.80 



（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 

 当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する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費

用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

  なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,873,862 2,731,557

受取手形及び売掛金 1,907,656 1,799,458

商品及び製品 218,376 191,231

仕掛品 50,034 29,538

原材料及び貯蔵品 194,961 205,974

繰延税金資産 114,406 85,102

その他 43,046 55,155

貸倒引当金 △18,656 △14,158

流動資産合計 5,383,688 5,083,859

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,728,359 2,752,973

減価償却累計額 △1,475,620 △1,513,376

建物及び構築物（純額） 1,252,738 1,239,597

機械装置及び運搬具 1,437,268 1,444,260

減価償却累計額 △1,119,322 △1,142,486

機械装置及び運搬具（純額） 317,946 301,773

工具、器具及び備品 559,316 567,741

減価償却累計額 △433,130 △446,819

工具、器具及び備品（純額） 126,185 120,922

土地 2,815,259 2,822,736

建設仮勘定 49,618 101,659

有形固定資産合計 4,561,748 4,586,689

無形固定資産 37,433 36,371

投資その他の資産   

投資有価証券 422,246 396,077

その他 120,214 118,422

貸倒引当金 △3,918 △4,004

投資その他の資産合計 538,543 510,495

固定資産合計 5,137,724 5,133,555

資産合計 10,521,412 10,217,414



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 583,172 561,260

短期借入金 480,000 480,000

未払金 204,098 189,608

未払費用 44,037 172,969

未払法人税等 122,070 206,492

賞与引当金 151,000 68,961

その他 186,374 105,912

流動負債合計 1,770,753 1,785,204

固定負債   

繰延税金負債 368,707 350,404

退職給付引当金 99,137 106,287

その他 105,904 110,935

固定負債合計 573,749 567,628

負債合計 2,344,502 2,352,833

純資産の部   

株主資本   

資本金 594,142 594,142

資本剰余金 446,358 446,358

利益剰余金 7,780,948 7,392,480

自己株式 － △12

株主資本合計 8,821,449 8,432,969

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70,517 53,427

為替換算調整勘定 △715,057 △621,814

その他の包括利益累計額合計 △644,539 △568,387

純資産合計 8,176,910 7,864,581

負債純資産合計 10,521,412 10,217,414



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,773,301 1,741,298

売上原価 736,460 718,755

売上総利益 1,036,841 1,022,543

販売費及び一般管理費 769,112 735,674

営業利益 267,728 286,869

営業外収益   

受取利息 3,560 3,862

受取配当金 2,664 3,064

株式割当益 5,218 －

その他 3,349 4,050

営業外収益合計 14,793 10,978

営業外費用   

支払利息 1,318 1,131

投資有価証券評価損 1,221 －

為替差損 53,777 20,074

その他 3,529 1,588

営業外費用合計 59,846 22,794

経常利益 222,675 275,053

特別利益   

固定資産売却益 440 1,473

保険解約返戻金 1,549 2,744

貸倒引当金戻入額 912 －

特別利益合計 2,902 4,218

特別損失   

固定資産売却損 － 12

固定資産除却損 1,693 2,045

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,572 －

特別損失合計 4,266 2,057

税金等調整前四半期純利益 221,311 277,214

法人税等 42,397 140,273

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

－ 244,412

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（△）

178,913 △107,472

四半期純利益又は四半期純損失（△） 178,913 △107,472



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30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（△）

178,913 △107,472

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34,225 △17,090

為替換算調整勘定 75,829 93,242

その他の包括利益合計 41,604 76,152

四半期包括利益 220,517 △31,320

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 220,517 △31,320

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー3: メック㈱（4971）平成24年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー4: メック㈱（4971）平成24年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー5: メック㈱（4971）平成24年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー6: メック㈱（4971）平成24年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー7: メック㈱（4971）平成24年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー8: メック㈱（4971）平成24年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー9: メック㈱（4971）平成24年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー10: メック㈱（4971）平成24年３月期　第１四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -


