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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 38,437 10.0 △234 ― △2,091 ― △2,231 ―
25年3月期第2四半期 34,946 7.7 △483 ― △727 ― △748 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △769百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △1,170百万円 （―％）

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2四半期 △29.93 ―
25年3月期第2四半期 △10.02 ―

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2四半期 96,768 17,732 18.3 200.32
25年3月期 98,533 19,830 20.1 213.58
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  17,732百万円 25年3月期  19,830百万円

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  
（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、３ペ
ージの「（参考）種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年3月期 ― 2.50
26年3月期（予想） ― 2.50 5.00

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、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  
連結業績予想の修正については、本日（平成25年11月12日）公表いたしました「平成26年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異およ
び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 100,000 25.6 5,500 85.4 3,500 83.3 4,500 181.5 57.48



(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 

(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すが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続は終了しております。 

※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、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、
リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、当社の取り巻く経済情勢、市場の動向、為替レートの変動など、今後様々な要因によって予想数値と異なる
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   ：  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2Q 79,365,600 株 25年3月期 79,365,600 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,077,548 株 25年3月期 1,076,668 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 78,288,403 株 25年3月期2Q 78,290,256 株



  

 

（参考） 

種類株式の配当の状況 

   普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

第１種優先株式 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 － 0.00 － 36,712.30 36,712.30 

26年３月期 － 25,000.00       

26年３月期（予想）   － 25,000.00 50,000.00 
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における経済状況は、米国の財政問題に対する懸念や新興国経済の減速は継続して

いるものの、金融緩和政策等による円高の是正や株価の上昇等、景気は緩やかに回復しつつあります。 

このような状況下、当社グループは中期経営計画「Dynamic Vision」（平成25年度～平成27年度）に掲げる重

点戦略を強力に推進し、企業価値の向上及び経営基盤の強化を図るとともに受注・売上の確保に努めました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比10.0%増）となりました。損益面に

おいては、営業損失は 百万円（前年同期は営業損失 百万円）、経常損失は 百万円（前年同期は経常損

失 百万円）、四半期純損失は 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）となりました。 
  
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 理科学・計測機器事業 

電子顕微鏡への引合いは引き続き好調であり、材料・医学・生物分野における開発研究から品質管理等の幅広

い分野からの要求に応えました。特にハイエンド透過電子顕微鏡の需要は旺盛で市場での高い評価が受注・売上

に寄与しました。 

この結果、当事業の売上高は26,691百万円（前年同期比 11.5%増）となりました。 

② 産業機器事業 

電子ビーム描画装置の受注・売上は堅調に推移しましたが、電子ビーム蒸着用電子銃・電源の売上は減少しま

した。 

この結果、当事業の売上高は3,983百万円（前年同期比 5.2%増）となりました。 

③ 医用機器事業 

国内及び海外（主にOEM供給先であるシーメンス向け）の売上は堅調に推移しました。 

この結果、当事業の売上高は7,763百万円（前年同期比 7.5%増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

① 財政状態  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から1,765百万円減少し 百万円となりま

した。主なものとしては、受取手形及び売掛金が6,542百万円減少し、たな卸資産が3,685百万円増加しており

ます。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から333百万円増加し 百万円となりまし

た。主なものとしては、短期借入金が1,558百万円減少し、長期借入金が2,895百万円増加しております。 

一方、当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、資本剰余金及び利益剰余金の減少に伴い 百万円

となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は前連結会計年度末から1.8%減少し

18.3%となりました。 
  

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（以下「資金」という。）は、 百万円となり、

前連結会計年度末より225百万円増加しております。 

なお、当第２四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりでありま

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いて営業活動による資金の増加は 百万円（前年同期は 百万円の資

金の減少）となりました。これは主にたな卸資産の増加があったものの売上債権の減少等によるものでありま

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いて投資活動による資金の減少は 百万円（前年同期は 百万円の資金

の減少）となりました。これは主に固定資産の取得による支出等によるものであります。 

(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いて財務活動による資金の減少は 百万円（前年同期は 百万円の資

金の増加）となりました。これは主に自己株式の取得による支出等によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

38,437

234 483 2,091

727 2,231 748

96,768

79,035

17,732

5,384

1,958 4,797

770 1,016

1,208 2,555
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後の見通しにつきましては、日本経済において景気回復の期待感は高まっているものの、全体としては、依然

として先行き不透明な状況が続くことが予想されます。このような情勢下、当社グループは、中期経営計画

「Dynamic Vision」（平成25年度～平成27年度）の諸施策を強力に推進し、受注・売上の確保とともに原価改善を

確実に実施して、計画の達成に向け努力してまいります。 

平成26年３月期の連結業績予想といたしまして、売上高100,000百万円(前期比25.6%増)、営業利益5,500百万円

(前期比85.4%増)、経常利益3,500百万円(前期比83.3%増)、当期純利益は4,500百万円(前期比181.5%増)を見込んで

おります。なお、本日公表しました「平成26年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異およ

び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

  

（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 

  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
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,643 5,752

受取手形及び売掛金 24,609 18,066

商品及び製品 14,147 14,404

仕掛品 22,007 25,531

原材料及び貯蔵品 2,321 2,225

その他 5,111 5,545

貸倒引当金 △152 △143

流動資産合計 73,687 71,382

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,754 5,667

機械装置及び運搬具（純額） 576 637

工具、器具及び備品（純額） 2,097 1,831

土地 1,743 1,795

リース資産（純額） 1,327 1,223

建設仮勘定 486 886

有形固定資産合計 11,987 12,042

無形固定資産 1,552 1,348

投資その他の資産   

投資有価証券 7,534 8,308

その他 3,745 3,681

貸倒引当金 △36 △39

投資その他の資産合計 11,243 11,949

固定資産合計 24,782 25,340

繰延資産 63 44

資産合計 98,533 96,768
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,543 16,074

短期借入金 27,655 26,096

1年内償還予定の社債 1,565 1,210

未払法人税等 417 425

賞与引当金 626 1,304

その他 16,293 14,914

流動負債合計 62,101 60,026

固定負債   

社債 1,720 1,190

長期借入金 5,917 8,812

退職給付引当金 6,960 7,185

役員退職慰労引当金 210 198

資産除去債務 143 148

その他 1,649 1,475

固定負債合計 16,601 19,009

負債合計 78,702 79,035

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,740 6,740

資本剰余金 9,346 8,284

利益剰余金 5,545 3,047

自己株式 △533 △533

株主資本合計 21,099 17,538

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,290 1,797

繰延ヘッジ損益 △710 △261

為替換算調整勘定 △1,848 △1,342

その他の包括利益累計額合計 △1,268 193

純資産合計 19,830 17,732

負債純資産合計 98,533 96,768
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 34,946 38,437

売上原価 23,695 25,409

売上総利益 11,251 13,028

販売費及び一般管理費   

研究開発費 2,213 2,244

その他 9,520 11,018

販売費及び一般管理費合計 11,734 13,262

営業損失（△） △483 △234

営業外収益   

受取利息 13 20

受取配当金 31 33

受託研究収入 2 8

持分法による投資利益 55 －

貸倒引当金戻入額 0 12

為替差益 65 －

その他 172 135

営業外収益合計 340 210

営業外費用   

支払利息 269 269

売上債権売却損 92 106

持分法による投資損失 － 46

為替差損 － 1,508

その他 222 137

営業外費用合計 585 2,067

経常損失（△） △727 △2,091

特別利益   

固定資産売却益 0 4

その他 0 2

特別利益合計 0 6

特別損失   

固定資産売却損 0 7

固定資産除却損 16 15

投資有価証券評価損 63 2

その他 1 －

特別損失合計 81 25

税金等調整前四半期純損失（△） △809 △2,110

法人税、住民税及び事業税 275 427

法人税等調整額 △192 △306

法人税等合計 83 121

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △892 △2,231

少数株主損失（△） △143 －

四半期純損失（△） △748 △2,231
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △892 △2,231

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △170 506

繰延ヘッジ損益 209 449

為替換算調整勘定 △302 332

持分法適用会社に対する持分相当額 △15 172

その他の包括利益合計 △278 1,462

四半期包括利益 △1,170 △769

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,027 △769

少数株主に係る四半期包括利益 △143 －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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損失（△） △809 △2,110

減価償却費 1,028 1,174

賞与引当金の増減額（△は減少） 230 673

退職給付引当金の増減額（△は減少） 350 214

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40 △12

固定資産除売却損益（△は益） 16 18

投資有価証券評価損益（△は益） 63 2

受取利息及び受取配当金 △45 △54

支払利息 269 269

売上債権売却損 92 106

売上債権の増減額（△は増加） 4,072 6,937

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,122 △3,147

仕入債務の増減額（△は減少） △5,221 15

その他 △903 △1,323

小計 △4,018 2,765

利息及び配当金の受取額 54 60

利息の支払額 △273 △277

売上債権売却損の支払額 △92 △106

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △467 △483

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,797 1,958

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △617 △618

有形固定資産の売却による収入 24 51

無形固定資産の取得による支出 △143 △99

その他 △279 △103

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,016 △770

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,847 △846

長期借入れによる収入 － 4,500

長期借入金の返済による支出 △1,642 △2,317

社債の償還による支出 △1,420 △885

株式の発行による収入 2,958 －

自己株式の取得による支出 △0 △1,062

配当金の支払額 △1 △266

その他 △185 △330

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,555 △1,208

現金及び現金同等物に係る換算差額 △331 245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,589 225

現金及び現金同等物の期首残高 8,226 5,158

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,636 5,384
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 該当事項はありません。   

   

   

当社は、平成25年６月12日開催の取締役会において、第１種優先株式の一部を取得すること、及び取得した第１種

優先株式の全部につき消却を行うことを決議いたしました。  

上記決議に基づき、当社は平成25年６月27日付で第１種優先株式の一部を取得し、これを全部消却しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間において資本剰余金が1,061百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末に

おいて資本剰余金が8,284百万円となっております。  

   

   

Ⅰ 前第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） 

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 

（注）１ セグメント利益又は損失の調整額△1,580百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,580

百万円が含まれております。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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 

（注）１ セグメント利益又は損失の調整額△1,681百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,681

百万円が含まれております。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

   

（４）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）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

理科学・計測
機器事業 

産業機器事業 医用機器事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  23,940  3,785  7,219  34,946  －  34,946

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  23,940  3,785  7,219  34,946  －  34,946

セグメント利益又は損失

（△） 
 697  △268  667  1,097  △1,580  △483

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

理科学・計測
機器事業 

産業機器事業 医用機器事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  26,691  3,983  7,763  38,437  －  38,437

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  26,691  3,983  7,763  38,437  －  38,437

セグメント利益又は損失

（△） 
 263  764  418  1,447  △1,681  △234
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取得による企業結合 

 当社は、平成25年11月12日開催の取締役会において、株式保有相手先との基本合意に基づき、当社の持分法適用関

連会社である株式会社 JEOL RESONANCE の株式を追加取得し、連結子会社とすることを決議いたしました。  

  

１．企業結合の概要 

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容 

(2) 企業結合を行う主な理由 

核磁気共鳴装置（Nuclear Magnetic Resonance。以下「NMR装置」といいます。）は、物質の分子構造を原

子核レベルで解析するための分析装置であり、その応用分野は製薬・バイオ・食品・化学だけでなく、目覚し

いスピードで開発・改良が進んでいる有機ELや電池フィルムなどの新しい分野にも活用されており、 先端の

科学技術分野で欠かせない分析装置となっております。これらNMR装置に求められる高い技術を維持し、より

高度化するためには、十分な研究開発投資資金を確保することが必要であり、加えて、複数の高度な技術で構

成される装置開発には、他企業及び他研究機関とのオープンイノベーション（NMR関連技術をオールジャパン

体制で結集）が必須であることから、当社としては、この装置の開発を加速するために新しい枠組みでの展開

を進めてまいりました。その結果として、株式会社JEOL RESONANCE（以下「JRI」といいます。）は、NMR事業

に係る製品開発を強力に推し進め、世界 高速（110kHz）で試料管を回転させることにより世界 高レベルの

分解能で試料を分析することができる0.75mm固体NMRプローブ、世界で初めて液体ヘリウムの補充を必要とし

ないゼロボイルオフ超伝導マグネットを用いたNMR装置、炭素原子核を従来より高感度で観測することを可能

とした極低温NMRプローブ等、特徴ある競争力の高い製品を着実に市場導入してまいりました。 

今般、当社が本株式取得を行い、JRIを子会社とすることにより、JRIが実施してきた製品開発及び業務改

善の成果を継承し、当社とJRIの事業面及び財務面等におけるシナジーを実現させ、当社の中期経営計画

「Dynamic Vision」に掲げる重点戦略としての3つのUP 「製品開発力UP」、「ものづくり力UP」、「ブランド

力UP」及び世界№1のハイエンド理科学・計測機器ラインアップを持つ強みを活かしたYOKOGUSHI戦略を加速さ

せることにより、当社グループとしての競争力、収益力及び企業価値の向上を図ってまいります。 

(3) 企業結合日 

平成25年12月25日（予定） 

(4) 企業結合の法的形式 

現金による株式の取得 

(5) 結合後企業の名称 

株式会社 JEOL RESONANCE  

(6) 取得する議決権比率 

企業結合直前に所有する議決権比率     49.10％ 

企業結合日に追加取得する議決権比率    50.90％ 

取得後の議決権比率           100.00％ 

（注）当社が企業結合日に追加取得する議決権比率は25.85％ですが、上記「企業結合日に追加取得する議決

権比率」には、同日JRIが自己株式として取得する予定の議決権比率を含めて記載しております。 

(7) 取得企業を決定するに至る主な根拠 

当社が現金を対価として、株式を取得するためであります。 

  

（重要な後発事象）

  被取得企業の名称   株式会社 JEOL RESONANCE 

  事業の内容 核磁気共鳴装置及び電子スピン共鳴装置の製造販売等 
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２．被取得企業の取得原価及びその内訳 

（注）当社が企業結合日に追加取得するJRI株式の時価は1,522百万円ですが、上記「企業結合日において取得

する株式会社 JEOL RESONANCE株式の時価」には、同日JRIが自己株式として取得する予定の金額を含め

て記載しております。 

   

３．段階取得による損益 

段階取得に係る差益が1,818百万円発生する見込みとなっております。 

  

４．発生するのれんの金額、発生原因 

取得価額が企業結合時の時価純資産を上回る見込みであるため、のれんが3,612百万円発生する見込みとなっ

ております。 

５．企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳（見込み） 

  

  

   取得の対価 

    企業結合直前に保有する株式会社 JEOL RESONANCE株式の企業結合日における時価 2,891百万円

    企業結合日において取得する株式会社 JEOL RESONANE株式の時価 2,997百万円

   取得に直接要した費用  

    アドバイザリー費用等（概算額） 5百万円

   取得原価（概算額） 5,893百万円

  流動資産  5,770百万円  

   固定資産  157百万円  

  資産合計  5,927百万円 

  流動負債 4,628百万円  

  固定負債  492百万円  

  負債合計  5,120百万円  
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