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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 2,278 △12.2 92 △78.1 97 △78.2 93 △71.3
24年3月期第1四半期 2,593 11.8 421 8.3 447 13.2 325 △19.7

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 126百万円 （△64.4％） 24年3月期第1四半期 357百万円 （1.3％）

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1四半期 11.14 ―
24年3月期第1四半期 38.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 24,980 16,549 66.3
24年3月期 25,717 16,548 64.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  16,549百万円 24年3月期  16,548百万円

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3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

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、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  ：  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

第2四半期(累計) 4,650 △7.7 220 △70.4 230 △70.2 225 △64.8 26.84
通期 10,000 7.4 780 △23.5 800 △25.5 760 △13.6 90.66



(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 
 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は終了しておりますが、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 
１．平成２４年５月１８日公表の業績予想を修正しております。詳細は本日別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  
２．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される一定の前提に基づいており、実
際の業績は様々な要因により大きく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   ：  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1Q 9,152,400 株 24年3月期 9,152,400 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 769,732 株 24年3月期 769,732 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 8,382,668 株 24年3月期1Q 8,382,668 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景とした持ち直しの動きがみ

られたものの、欧州債務危機や長引く円高の影響が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況で推移いた

しました。 

 このような環境の中、当社グループは、主力市場である中小型フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）市場に

おいて、カーナビゲーション向けタッチパネル用透明導電膜、デジタルスチルカメラ及びタブレット端末向けの

液晶パネル用帯電防止膜の販売は増加いたしましたが、スマートフォン向け液晶パネル用帯電防止膜の販売は、

顧客の生産調整が長引いていることから厳しい状況で推移いたしました。 

 この結果、売上高は22億78百万円（前年同四半期比12.2％減）となりました。損益につきましては、売上高が

減少したことから営業利益は92百万円（前年同四半期比78.1％減）、経常利益は97百万円(前年同四半期比78.2％

減)、四半期純利益は93百万円（前年同四半期比71.3％減）となりました。 

 品目別の状況は、次のとおりであります。なお、当社グループは、真空成膜関連製品等の製造、販売を行う単

一セグメントであるため、品目別に記載しております。 

（ＦＰＤ用基板） 

 ＦＰＤ用基板につきましては、スマートフォン向け液晶パネル用帯電防止膜やタッチパネル用透明導電膜で、

液晶パネルメーカーやタッチパネルメーカーの生産調整の影響により受注は減少いたしました。このような状況

を踏まえ、当社グループは、デジタルスチルカメラやタブレット端末、カーナビゲーションなど中小型ＦＰＤ市

場製品向けに販売活動に取り組みました。 

 この結果、売上高は17億74百万円(前年同四半期比11.7％減)となりました 

（光学機器用部品） 

 光学機器用部品につきましては、プロジェクターやデジタルスチルカメラ向け光学機器部品を中心に販売活動

に取り組みましたが低調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は２億35百万円（前年同四半期比12.1％減）となりました。 

（その他） 

 その他につきましては、樹脂基板向け薄膜やマスクブランクス向け薄膜などとともに、その他薄膜製品の販売

活動に取り組みました。 

 この結果、売上高は２億67百万円（前年同四半期比15.1％減）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態を前連結会計年度末と比較すると、総資産が７億37百万円減少し、純

資産が１百万円増加したことから自己資本比率は66.3％となりました。 

 増減の主なものは、流動資産では、現金及び預金が４億９百万円、受取手形及び売掛金が２億80百万円それぞ

れ減少し、流動負債では、支払手形及び買掛金が３億95百万円減少しました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月18日公表の業績

予想を修正しております。詳細は本日別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 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。 

 なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

 



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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,870,783 7,461,462

受取手形及び売掛金 ※  7,562,089 ※  7,281,745

有価証券 752,736 752,746

商品及び製品 134,449 132,773

仕掛品 ※  236,495 ※  390,547

原材料及び貯蔵品 ※  688,561 ※  681,439

その他 119,549 91,195

貸倒引当金 △2,208 △2,241

流動資産合計 17,362,457 16,789,668

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,681,349 1,677,055

機械装置及び運搬具（純額） 2,519,705 2,463,353

土地 2,372,628 2,372,628

その他（純額） 199,548 160,354

有形固定資産合計 6,773,230 6,673,391

無形固定資産 40,367 41,306

投資その他の資産   

投資有価証券 766,496 706,795

その他 775,420 769,152

貸倒引当金 △529 △280

投資その他の資産合計 1,541,387 1,475,668

固定資産合計 8,354,986 8,190,365

資産合計 25,717,443 24,980,033



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※  4,824,026 ※  4,428,748

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 976,802 927,024

未払法人税等 29,641 11,400

賞与引当金 198,263 89,920

役員賞与引当金 13,000 －

その他 520,429 563,565

流動負債合計 6,612,162 6,070,658

固定負債   

長期借入金 2,029,127 1,826,903

退職給付引当金 253,347 258,441

役員退職慰労引当金 252,095 252,095

その他 22,246 22,254

固定負債合計 2,556,815 2,359,694

負債合計 9,168,978 8,430,352

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,043,850 4,043,850

資本剰余金 8,297,350 8,297,350

利益剰余金 5,262,757 5,230,364

自己株式 △811,124 △811,124

株主資本合計 16,792,833 16,760,439

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 21,641 △36,228

為替換算調整勘定 △266,009 △174,529

その他の包括利益累計額合計 △244,367 △210,758

純資産合計 16,548,465 16,549,680

負債純資産合計 25,717,443 24,980,033



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 2,593,524 2,278,216

売上原価 1,726,883 1,753,496

売上総利益 866,641 524,720

販売費及び一般管理費 445,093 432,555

営業利益 421,547 92,164

営業外収益   

受取利息 7,165 7,568

受取配当金 4,735 4,741

不動産賃貸料 7,176 6,238

助成金収入 12,704 －

その他 10,602 9,777

営業外収益合計 42,384 28,324

営業外費用   

支払利息 7,862 7,365

為替差損 3,589 8,862

不動産賃貸費用 3,849 4,053

その他 834 2,593

営業外費用合計 16,135 22,874

経常利益 447,796 97,614

特別損失   

災害による損失 127,965 －

投資有価証券評価損 － 1,201

特別損失合計 127,965 1,201

税金等調整前四半期純利益 319,830 96,412

法人税、住民税及び事業税 2,675 2,675

法人税等調整額 △7,946 391

法人税等合計 △5,271 3,066

少数株主損益調整前四半期純利益 325,102 93,346

四半期純利益 325,102 93,346



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 325,102 93,346

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,674 △57,870

為替換算調整勘定 48,618 91,479

その他の包括利益合計 31,943 33,609

四半期包括利益 357,046 126,955

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 357,046 126,955

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 （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）セグメント情報等 

 当社グループは、真空成膜関連製品等の製造、販売を行う単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。 

 

 （５）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。 

 

 （６）四半期連結貸借対照表に関する注記 

※  取引先からの有償支給材料に係る代金相当額が次の科目に含まれております。なお、有償支給材料代金は、

「売上高」及び「売上原価」から控除して表示しております。 

 
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成24年６月30日） 

売掛金 

仕掛品 

原材料 

買掛金 

4,207,851千円 

23,282千円 

34,111千円 

4,268,116千円 

3,531,826千円 

160,560千円 

19,470千円 

3,720,858千円 
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