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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1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 ％

25年12月期第2四半期 3,902 △14.8 △74 ― △82 ― △67 ―
24年12月期第2四半期 4,579 △5.6 217 88.4 225 67.3 177 36.8

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 △49百万円 （―％） 24年12月期第2四半期 225百万円 （45.1％）

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12月期第2四半期 △5.72 ―
24年12月期第2四半期 14.98 14.96

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12月期第2四半期 8,612 5,462 63.4 459.52
24年12月期 9,227 5,571 60.3 468.70
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  5,458百万円 24年12月期  5,567百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年12月期 ― 0.00
25年12月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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  ：  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 8,300 3.2 △30 ― △40 ― △50 ― △4.21



(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 
本資料に記載した業績予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績はさまざまな要因により記載の予想数値と
異なる可能性があります。上記の業績予想に関する事項は【添付資料】P.2「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
参照下さい。 

※  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   ：  無
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12月期2Q 11,888,740 株 24年12月期 11,888,740 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 10,845 株 24年12月期 10,705 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 11,877,969 株 24年12月期2Q 11,878,205 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わが国経済は、新政権による経済政策への期待感から円高の是正、株価の回復

が見られ、景気は緩やかながら回復基調で推移しました。 

当社グループの主要販売先である電機・機械・自動車等の製造業においても、これらの要因により輸出関連企業を

中心に業績の回復が見られましたが、欧州債務問題の長期化、新興国の経済成長の鈍化等により世界経済の先行き不

透明感があることから設備投資の増加には至っておりません。その結果、当社グループにおいても主力商品である工

作機械（工具研削盤等）及び電子機器（電子部品実装機等）の販売は低調に推移し、連結売上高は39億２百万円（前

年同期比14.8％減）となりました。損益面では売上高の減少と円安による輸入工作機械等の仕入価格が上昇したこと

により売上総利益が減少し、営業損失７千４百万円（前年同期は２億１千７百万円の営業利益）、経常損失８千２百

万円（前年同期は２億２千５百万円の経常利益）、四半期純損失６千７百万円（前年同期は１億７千７百万円の四半

期純利益）となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（電子機器及び工作機械等）  

電子部品実装機を中心とした電子機器は、スマートフォンやタブレット端末向けの設備投資需要はあるものの、新

興国の経済成長の鈍化を受け低成長となりました。また、工作機械も国内の設備投資需要が回復していないことや、

前期の東南アジア向け需要増の反動があり販売が減少しました。その結果、当セグメントの売上高は36億８千２百万

円（前年同期比15.6％減）、営業損失は７千７百万円（前年同期は２億８百万円の営業利益）となりました。  

（光電子装置）  

光電子装置の販売は、加工用レーザー装置を中心にほぼ前年並みに推移し、当セグメントの売上高は２億２千４百

万円（前年同期比3.9％増）となりましたが、円安の影響により輸入仕入商品の原価が上昇した結果、営業利益２百

万円（前年同期比69.2％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、前連結会計年度末に比べ

３億３千６百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末残高は28億７千３百万円となりました。各キャッシュ・フ

ローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は９億５千万円（前年同期比274.8％増）となりました。これは主として、税金等

調整前四半期純損失が８千２百万円となりましたが、売上債権の減少額が３億８千万円になったこと及びたな卸資

産の減少額が６億７百万円になったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は５千４百万円（前年同期比122.1％増）となりました。これは主として、有形固

定資産の取得による支出１千３百万円及び投資有価証券の取得による支出４千３百万円があったことによるもので

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は５億８千１百万円（前年同期比775.0％増）となりました。これは主として、長

期借入による収入２億４千万円がありましたが、短期借入金の返済による支出４億１千５百万円及び長期借入金の

返済による支出２億７千５百万円があったことによるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年７月26日付け発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において連結業績予想を修正しております。 

   

   

（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 

（減価償却方法の変更）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微

であります。   

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,550,885 2,887,422 

受取手形及び売掛金 1,341,500 971,388 

商品 1,421,970 824,524 

その他 388,026 311,238 

貸倒引当金 △1,945 △930 

流動資産合計 5,700,438 4,993,643 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 470,508 459,752 

土地 1,702,974 1,702,974 

その他（純額） 74,834 71,727 

有形固定資産合計 2,248,317 2,234,454 

無形固定資産   

その他 21,728 19,462 

無形固定資産合計 21,728 19,462 

投資その他の資産   

投資有価証券 102,413 156,628 

投資不動産（純額） 718,314 711,718 

差入保証金 313,016 313,913 

その他 123,750 182,972 

貸倒引当金 △247 － 

投資その他の資産合計 1,257,247 1,365,232 

固定資産合計 3,527,293 3,619,148 

資産合計 9,227,731 8,612,792 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(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 822,279 910,689 

短期借入金 400,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 510,648 578,629 

1年内償還予定の社債 163,600 113,500 

未払法人税等 11,882 7,657 

その他 730,000 651,148 

流動負債合計 2,638,409 2,261,624 

固定負債   

社債 72,000 40,000 

長期借入金 727,040 623,571 

退職給付引当金 185,338 198,305 

その他 33,608 27,102 

固定負債合計 1,017,987 888,978 

負債合計 3,656,397 3,150,602 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,385,709 1,385,709 

資本剰余金 1,997,995 1,997,995 

利益剰余金 2,166,080 2,038,784 

自己株式 △3,176 △3,200 

株主資本合計 5,546,609 5,419,290 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,623 18,353 

繰延ヘッジ損益 7,893 1,270 

為替換算調整勘定 1,099 19,166 

その他の包括利益累計額合計 20,615 38,790 

新株予約権 4,108 4,108 

純資産合計 5,571,334 5,462,189 

負債純資産合計 9,227,731 8,612,792 
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,579,026 3,902,152 

売上原価 3,500,466 3,144,934 

売上総利益 1,078,560 757,217 

販売費及び一般管理費 861,558 832,190 

営業利益又は営業損失（△） 217,001 △74,973 

営業外収益   

受取利息 3,816 3,703 

受取配当金 2,112 2,190 

仕入割引 8,849 4,188 

不動産賃貸料 16,902 16,902 

その他 8,509 1,019 

営業外収益合計 40,190 28,004 

営業外費用   

支払利息 12,497 11,441 

不動産賃貸費用 10,211 9,496 

その他 9,300 14,199 

営業外費用合計 32,009 35,138 

経常利益又は経常損失（△） 225,182 △82,107 

特別損失   

固定資産除却損 595 － 

特別損失合計 595 － 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

224,586 △82,107 

法人税、住民税及び事業税 5,332 3,559 

法人税等調整額 41,279 △17,760 

法人税等合計 46,611 △14,201 

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（△）

177,974 △67,906 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 177,974 △67,906 
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

177,974 △67,906 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,256 6,730 

繰延ヘッジ損益 41,595 △6,622 

為替換算調整勘定 4,088 18,067 

その他の包括利益合計 47,941 18,174 

四半期包括利益 225,916 △49,731 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 225,916 △49,731 
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（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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年６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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

224,586 △82,107 

減価償却費 32,370 30,232 

受取利息及び受取配当金 △5,928 △5,894 

支払利息 12,497 11,441 

売上債権の増減額（△は増加） 259,095 380,526 

たな卸資産の増減額（△は増加） △147,999 607,184 

仕入債務の増減額（△は減少） △88,874 77,010 

その他 △7,943 △61,959 

小計 277,803 956,433 

利息及び配当金の受取額 5,966 5,969 

利息の支払額 △10,717 △10,469 

法人税等の支払額 △19,555 △1,831 

営業活動によるキャッシュ・フロー 253,497 950,102 

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 △5,449 △13,066 

無形固定資産の取得による支出 △12,950 － 

投資有価証券の取得による支出 － △43,757 

その他 △6,185 2,226 

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,585 △54,597 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 15,000 

短期借入金の返済による支出 － △415,000 

長期借入れによる収入 300,000 240,000 

長期借入金の返済による支出 △220,358 △275,488 

社債の償還による支出 △82,100 △82,100 

配当金の支払額 △60,327 △58,361 

その他 △3,616 △5,075 

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,401 △581,024 

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,068 22,052 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 164,579 336,533 

現金及び現金同等物の期首残高 2,391,843 2,536,478 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,556,422 2,873,011 
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６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  

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額にはセグメント間取引消去94千円が含まれております。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年６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  

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額にはセグメント間取引消去212千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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

（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

（６）セグメント情報等

  

  

電子機器及び 

工作機械等 
光電子装置 計 

調整額 

（注）1 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）2 

売上高            

 外部顧客への売上高   4,363,184   215,842  4,579,026   －   4,579,026

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,363,184  215,842  4,579,026  －  4,579,026

セグメント利益  208,716  8,190  216,906  94  217,001

  

  

電子機器及び 

工作機械等 
光電子装置 計 

調整額 

（注）1 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）2 

売上高            

 外部顧客への売上高   3,682,406   219,745  3,902,152   －   3,902,152

 セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  4,600  4,600  △4,600  －

計  3,682,406  224,345  3,906,752  △4,600  3,902,152

セグメント利益又は損失

（△） 
 △77,704  2,519  △75,185  212  △74,973
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