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1.  平成25年6月期第2四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24年12月31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6月期第2四半期 2,344 11.7 188 △2.8 265 50.5 134 81.0
24年6月期第2四半期 2,098 △1.5 194 △22.7 176 △26.8 74 △46.0

（注）包括利益 25年6月期第2四半期 138百万円 （88.7％） 24年6月期第2四半期 73百万円 （△37.4％）

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6月期第2四半期 101.27 ―
24年6月期第2四半期 55.94 ―

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6月期第2四半期 6,863 4,931 71.8 3,719.89
24年6月期 6,566 4,819 73.5 3,645.00
（参考） 自己資本 25年6月期第2四半期 4,925百万円 24年6月期 4,826百万円

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6月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
25年6月期 ― 15.00
25年6月期（予想） ― 15.00 30.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30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 4,665 10.1 454 28.6 513 50.0 305 27.6 230.35



(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P.３「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・会計上の見積もりの変更・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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続を実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
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。業績予想の前提となる条件および
業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料P．３「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想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6月期2Q 1,355,000 株 24年6月期 1,355,000 株
② 期末自己株式数 25年6月期2Q 30,939 株 24年6月期 30,939 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期2Q 1,324,061 株 24年6月期2Q 1,324,061 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世界経済は、米国・欧州の成長鈍化・停滞に併せ、中国や新興国において

も減速感が強まりました。この間の日本経済は、世界経済の減速・低迷を受けて輸出が落ち込み、また自動車の

販売・生産が一時的に減少したことを一因として、個人消費や企業生産活動が弱含みました。当四半期末におい

ては、震災復興需要が下支えとなるなか、新政権の経済対策具現化を見守りながら、景気の踊り場からの踏み出

しを探る局面となりました。

この間の当社グループを取り巻く事業環境は、主要販売先である自動車機器業界でエコカー補助金終了と中国

の日本車不買運動による販売・生産台数減による影響がありました。しかし、底入れ後の復調の兆しと新規受託

製品の量産移行が相俟って、ドライルーブ事業全体の受注生産活動を底支えし、期初業績予想近傍の実績で推移

しました。

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は2,344百万円（前年同期比11.7％増）、営業利益

は188百万円（前年同期比2.8％減）、経常利益は265百万円（前年同期比50.5％増）、四半期純利益は134百万円

（前年同期81.0％増）となりました。

当第２四半期連結累計期間におけるセグメント別の営業概況は、次のとおりであります。

＜ドライルーブ事業＞

当社グループのドライルーブ・コーティング加工の売上高は、自動車機器向けが前年同期比11.2％の増収、光

学機器向けがドライルーブ・タイランドで当該業界の受注品目増を受けて前年同期比75.8％の増収となり、一方

で電子部品関連は13.6％の減収となりました。

この結果、ドライルーブ事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。

＜その他事業＞

一般消費者向けナノカーボン製品の販売は、個人消費動向の弱含みを受けて低調に推移しました。産業界向け

製品も関連業界の生産活動が復元せず、オーディオ業界向けナノカーボン製品のＯＥＭ生産は一服の状況にあり

ます。

この結果、その他事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

１．資産、負債及び純資産の状況

① 資 産

当第２四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、連結子会社ドライルーブ・タイランドの新工場施設

購入等による有形固定資産純額 百万円の増加、現金及び預金 百万円の増加、受取手形及び売掛金 百万

円の増加等によるものです。

② 負 債

当第２四半期連結会計期間末の負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、未払法人税等 百万円の増加、長期借入金 百万

円（１年内返済予定の長期借入金を含む）の増加等によるものです。

③ 純資産

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、四半期純利益 百万円の増加、配当金 百万

円の支払いによる減少等の結果、株主資本が 百万円増加、また少数株主持分 百万円の増加等によるもので

す。

これらの結果、自己資本比率は ％（前連結会計年度末は ％）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ 百万円増加

し、 百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、次のとおりで

す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、 百万円（前年同期における営業

活動により得られた資金は 百万円）となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前四半期純利

益 百万円、減価償却費 百万円、たな卸資産の減少額 百万円、仕入債務の増加額 百万円、資金流出

では為替差益 百万円、売上債権の増加額 百万円、法人税等の支払額 百万円、持分法による投資利益

百万円などによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、 百万円（前年同期における投資

活動により使用した資金は 百万円）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 百万

円などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動により得られた資金は、 百万円（前年同期における財務活

動により使用した資金は 百万円）となりました。これは主に、長期借入れによる収入 百万円、長期借

入金の返済による支出 百万円、配当金の支払額 百万円によるものです。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年６月期の業績予想につきましては、海外経済の持ち直しや円高是正により景況改善を見込む向きもあり

ますが、先行き不透明感は変わらず、平成24年８月10日に公表しました通期の業績予想の変更はいたしておりませ

ん。今後、適時開示が必要となった場合には、速やかに公表いたします。

（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

会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年７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。

これに伴う当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,233,757 2,312,474

受取手形及び売掛金 833,819 876,453

商品及び製品 92,318 92,877

仕掛品 57,709 34,916

原材料及び貯蔵品 57,335 64,627

繰延税金資産 11,782 16,961

その他 36,136 50,448

貸倒引当金 △232 △253

流動資産合計 3,322,627 3,448,506

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,696,148 1,687,009

減価償却累計額 △903,246 △929,091

建物及び構築物（純額） 792,902 757,917

機械装置及び運搬具 1,411,596 1,407,519

減価償却累計額 △1,009,609 △1,049,598

機械装置及び運搬具（純額） 401,987 357,921

工具、器具及び備品 141,858 146,007

減価償却累計額 △93,540 △95,216

工具、器具及び備品（純額） 48,318 50,791

土地 1,145,715 1,145,715

建設仮勘定 1,253 256,911

有形固定資産合計 2,390,177 2,569,257

無形固定資産 59,270 63,926

投資その他の資産

投資有価証券 11,256 11,735

関係会社出資金 587,669 606,823

繰延税金資産 79,363 78,852

その他 115,685 84,564

投資その他の資産合計 793,975 781,975

固定資産合計 3,243,423 3,415,159

資産合計 6,566,050 6,863,666



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 339,032 347,836

短期借入金 103,969 98,233

1年内返済予定の長期借入金 180,400 117,000

未払法人税等 34,754 141,077

賞与引当金 15,430 15,215

その他 116,987 126,756

流動負債合計 790,575 846,119

固定負債

長期借入金 705,800 835,000

退職給付引当金 123,246 124,563

長期未払金 126,934 126,353

固定負債合計 955,981 1,085,916

負債合計 1,746,556 1,932,036

純資産の部

株主資本

資本金 375,956 375,956

資本剰余金 460,956 460,956

利益剰余金 4,076,537 4,170,904

自己株式 △11,523 △11,523

株主資本合計 4,901,926 4,996,293

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,000 △2,770

為替換算調整勘定 △72,725 △68,156

その他の包括利益累計額合計 △75,726 △70,926

少数株主持分 △6,705 6,263

純資産合計 4,819,493 4,931,629

負債純資産合計 6,566,050 6,863,666



（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７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 2,098,593 2,344,301

売上原価 1,522,413 1,749,055

売上総利益 576,179 595,245

販売費及び一般管理費 381,690 406,254

営業利益 194,488 188,991

営業外収益

受取利息 663 204

受取配当金 124 65

為替差益 － 66,782

持分法による投資利益 7,541 13,848

受取保険料 12,299 －

その他 789 1,934

営業外収益合計 21,418 82,835

営業外費用

支払利息 4,964 6,042

社債利息 3,680 －

為替差損 29,631 －

その他 1,020 22

営業外費用合計 39,298 6,065

経常利益 176,608 265,761

特別損失

固定資産除却損 1,535 45

固定資産売却損 82 －

特別損失合計 1,617 45

税金等調整前四半期純利益 174,991 265,715

法人税、住民税及び事業税 103,850 137,648

法人税等調整額 3,004 △4,795

法人税等合計 106,855 132,853

少数株主損益調整前四半期純利益 68,135 132,862

少数株主損失（△） △5,927 △1,225

四半期純利益 74,062 134,088



（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７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 68,135 132,862

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,887 230

為替換算調整勘定 22 △1,783

持分法適用会社に対する持分相当額 7,981 6,931

その他の包括利益合計 5,116 5,378

四半期包括利益 73,252 138,240

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 79,269 138,888

少数株主に係る四半期包括利益 △6,017 △647



（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７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31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 174,991 265,715

減価償却費 104,754 95,366

持分法による投資損益（△は益） △7,541 △13,848

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26 21

賞与引当金の増減額（△は減少） △178 △214

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,081 1,316

受取利息及び受取配当金 △787 △269

支払利息及び社債利息 8,645 6,042

為替差損益（△は益） 29,262 △67,217

固定資産除売却損益（△は益） 1,617 45

売上債権の増減額（△は増加） △135,440 △46,394

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,256 13,590

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,653 △16,860

仕入債務の増減額（△は減少） 22,557 10,264

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,554 △3,373

その他の流動負債の増減額（△は減少） 4,181 △3,293

その他 3,406 1,610

小計 184,528 242,502

利息及び配当金の受取額 50,010 5,317

利息の支払額 △11,253 △4,621

法人税等の支払額 △41,046 △32,181

営業活動によるキャッシュ・フロー 182,239 211,016

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 △163,000 △166,000

定期預金の払戻による収入 163,000 166,000

有形固定資産の取得による支出 △68,795 △266,273

有形固定資産の売却による収入 11 －

無形固定資産の取得による支出 △6,890 △2,146

関係会社出資金の払込による支出 △46,510 －

その他 12,880 621

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,304 △267,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △48,600 △134,200

配当金の支払額 △33,101 △19,860

その他 △941 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,643 45,939

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,848 89,560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,557 78,717

現金及び現金同等物の期首残高 1,970,045 2,057,656

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 122,155 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,076,643 2,136,374



該当する事項はありません。

該当する事項はありません。

（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
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