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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 1,737 11.0 203 11.8 257 50.9 165 26.1
25年3月期第1四半期 1,564 △10.1 181 △36.6 170 △38.0 131 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 422百万円 （26.1％） 25年3月期第1四半期 334百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 8.25 ―
25年3月期第1四半期 6.55 ―

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

26年3月期第1四半期 10,927 8,971 82.1 446.97
25年3月期 10,883 8,669 79.7 431.94
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  8,971百万円 25年3月期  8,669百万円

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

25年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 3,470 8.7 400 2.4 400 8.2 246 △7.3 12.26
通期 7,300 8.9 1,050 14.4 1,050 9.7 700 11.7 34.88



(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 
 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、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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事
項は、添付書類２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。 

※  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   ：  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） 26年3月期1Q 20,071,093 株 25年3月期 20,071,093 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 34 株 25年3月期 34 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 20,071,059 株 25年3月期1Q 20,071,059 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日～平成25年６月30日)における世界経済は、中国や欧州での経済停

滞など不安感はあるものの、穏やかな持ち直し傾向がみられ、底入れの兆しが出てきました。わが国経済について

も新政権の経済政策や金融緩和により円安・株高に転じ、経済政策への期待感もあり、次第に景気回復の兆しが感

じられつつあります。 

そのような中、エレクトロニクス業界は、堅調に推移していたスマートフォンやタブレットPCの一部に生産調整

があり、また薄型テレビやPCの販売が引き続き厳しい状況で、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低調となり、エレクトロニクス業界と同様に不透明な状況が続

いております。 

このような状況のもと、当社グループは高密度電子基板向け新製品の開発とスマートフォンやタブレットPC、液

晶テレビ等のディスプレイ向け薬品の開発や販売に注力いたしました。また、中国や東南アジアを中心とする海外

向けの高密度電子基板用薬品の販売と技術サポートを推進いたしました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は17億37百万円（前年同期比11.0％増）となりました。営業利益

は２億３百万円（前年同期比11.8％増）、経常利益は２億57百万円（前年同期比50.9％増）、四半期純利益は１億

65百万円（前年同期比26.1％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

  資産は、現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の減少の結果、前連結会計年度に比べて43百万円増加し109

億27百万円となりました。 

  負債は未払金や未払法人税等が減少した結果、前連結会計年度に比べ２億58百万円減少し、19億56百万円となり

ました。 

  純資産は為替換算調整勘定が増加した結果、前連結会計年度に比べ３億１百万円増加し、89億71百万円となりま

した。 

  以上の結果、自己資本比率は82.1％となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月10日の「平成25年３月期  決算短信」で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結

業績予想に変更はありません。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

見通しに関するリスク情報 

   

業績見通しは、現在入手可能な情報と、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 

実際の業績は見通しと異なることがあります。 

その要因のうち、主なものは以下のとおりですが、こららに限られるものではありません。リスク、不確実性 

及びその他の要因は、当社の有価証券報告書にも記載されておりますので、ご参照ください。 

   

・日本市場、世界市場の経済状況及び製品、サービスに対する需要の急激な変動 

・産業界の需要動向 

・原材料等の供給不足、供給価格の高騰 

・急激な技術変化等による社会インフラの変動 

・為替の急激な変動 

・当社グループが他企業と提携、協調する事業の動向 

・製品やサービスに関する何らかの欠陥、瑕疵等により費用負担が生じる可能性 

・保有する土地、投資有価証券等の資産の時価や繰延税金資産等の資産の評価、その他会計上の方針の変更 

・地震、洪水等自然災害の発生、その他の事業活動に混乱を与えうる可能性のある要素 

・移転価格税制の問題や法人税率の上昇など潜在的な不利な結果をもたらす税制の発効 



（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。   

   

（３）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。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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 2,708,651 2,810,979

受取手形及び売掛金 2,236,528 2,073,143

商品及び製品 267,249 281,783

仕掛品 36,068 55,791

原材料及び貯蔵品 236,919 260,543

繰延税金資産 165,496 178,032

その他 85,528 57,209

貸倒引当金 △9,393 △9,414

流動資産合計 5,727,049 5,708,068

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,029,804 3,090,669

減価償却累計額 △1,688,246 △1,735,253

建物及び構築物（純額） 1,341,558 1,355,415

機械装置及び運搬具 1,606,835 1,636,312

減価償却累計額 △1,223,745 △1,262,467

機械装置及び運搬具（純額） 383,089 373,845

工具、器具及び備品 596,444 628,602

減価償却累計額 △468,038 △477,766

工具、器具及び備品（純額） 128,406 150,835

土地 2,789,376 2,815,354

建設仮勘定 36,287 24,961

有形固定資産合計 4,678,718 4,720,412

無形固定資産 44,651 43,464

投資その他の資産   

投資有価証券 332,591 349,852

繰延税金資産 4,092 4,341

その他 114,617 116,320

貸倒引当金 △17,997 △15,100

投資その他の資産合計 433,303 455,415

固定資産合計 5,156,672 5,219,292

資産合計 10,883,722 10,927,361



（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 688,215 657,294

短期借入金 240,000 240,000

未払金 240,411 200,066

未払費用 50,139 70,817

未払法人税等 270,886 102,394

賞与引当金 132,302 114,806

役員賞与引当金 11,350 4,075

その他 219,699 194,235

流動負債合計 1,853,004 1,583,690

固定負債   

繰延税金負債 246,631 282,924

退職給付引当金 85,561 60,302

その他 29,102 29,346

固定負債合計 361,295 372,573

負債合計 2,214,300 1,956,264

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 7,945,033 7,990,286

自己株式 △12 △12

株主資本合計 8,985,521 9,030,774

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 32,842 42,994

為替換算調整勘定 △348,942 △102,671

その他の包括利益累計額合計 △316,100 △59,677

純資産合計 8,669,421 8,971,097

負債純資産合計 10,883,722 10,927,361



（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 1,564,603 1,737,001

売上原価 580,854 654,679

売上総利益 983,748 1,082,321

販売費及び一般管理費 801,775 878,843

営業利益 181,972 203,477

営業外収益   

受取利息 7,165 6,764

受取配当金 4,374 2,315

試作品等売却収入 2,159 2,816

為替差益 － 38,110

その他 2,132 5,246

営業外収益合計 15,832 55,252

営業外費用   

支払利息 527 270

売上割引 840 865

為替差損 25,278 －

その他 557 154

営業外費用合計 27,203 1,290

経常利益 170,601 257,439

特別利益   

固定資産売却益 11 －

保険解約返戻金 1,571 －

特別利益合計 1,583 －

特別損失   

固定資産売却損 1,173 1,329

固定資産除却損 558 236

特別損失合計 1,731 1,566

税金等調整前四半期純利益 170,453 255,873

法人税等 39,051 90,193

少数株主損益調整前四半期純利益 131,401 165,679

四半期純利益 131,401 165,679



（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 131,401 165,679

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △50,560 10,151

為替換算調整勘定 253,842 246,271

その他の包括利益合計 203,282 256,422

四半期包括利益 334,683 422,102

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 334,683 422,102

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）四半期連結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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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