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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 4,739 △11.1 613 △38.4 690 △29.6 431 △30.7
25年3月期第1四半期 5,331 △2.8 995 2.0 981 0.8 622 5.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 697百万円 （23.5％） 25年3月期第1四半期 564百万円 （△8.3％）

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

26年3月期第1四半期 17.43 ―
25年3月期第1四半期 25.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 36,076 29,127 80.7
25年3月期 35,731 28,629 80.1
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  29,127百万円 25年3月期  28,629百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 8.00 ― 8.00 16.00

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) 10,700 9.6 1,550 3.4 1,550 5.4 950 1.4 38.38
通期 20,900 11.0 2,800 17.0 2,800 11.0 1,700 6.9 68.69



(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実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、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。 
実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、世界経済・競合状況・為替の変動等に関わるリスクなどがありますが、業績に影響を与える要因は
これらに限定されるものではありません。 
なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

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 25,042,406 株 25年3月期 25,042,406 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 293,406 株 25年3月期 291,700 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 24,749,874 株 25年3月期1Q 24,751,984 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のわが国経済は、円高修正や新政権の経済政策に対する期待感から緩やかな回復基調

にありましたが、欧州経済の弱さや新興国経済の減速などによる世界経済の先行き不確実性から、依然として先行

きには不透明感が漂う状況にあります。また、設備投資については、底入れの兆しは見られましたが力強さに欠け

る状況が続いております。  

  

 このような環境の中、産業機器分野向けシール製品は低調な設備投資と競争激化により、売上高は前年同期を下

回りました。また、電子機器関連事業の半導体・液晶製造装置関連業界向けピラフロン製品も半導体市況の回復遅

れにより、売上高は前年同期を下回りました。 

  

 この結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高47億39百万円（前年同期比11.1％

減）、経常利益６億90百万円（前年同期比29.6％減）、四半期純利益４億31百万円（前年同期比30.7％減）となり

ました。 

  

 連結売上高をセグメント別に見ますと、産業機器関連事業は21億89百万円（前年同期比17.4％減）、電子機器関

連事業は25億37百万円（前年同期比4.7％減）、その他部門（不動産賃貸）は13百万円（前年同期比20.5％減）と

なりました。 

 また、営業利益のセグメント別につきましては、産業機器関連事業は３億13百万円（前年同期比44.3％減）、電

子機器関連事業は３億４百万円（前年同期比32.1％減）、その他部門（不動産賃貸）は４百万円（前年同期比28.0

％減）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間の総資産は、有形固定資産は減少しましたが、現金及び預金並びに投資有価証券の増

加等により前期末比３億45百万円増の360億76百万円となりました。また、有利子負債（リース債務は除く）は、

前期末比１億57百万円減の11億62百万円となりました。純資産は、四半期純利益等により前期末比４億98百万円増

の291億27百万円となり、自己資本比率は80.7％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 

連結業績予想は、現時点において決算発表時（平成25年５月10日）に公表いたしました第２四半期連結累計期間

及び通期の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
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２．四半期連結財務諸表 
（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 10,763 11,025

受取手形及び売掛金（純額） 8,481 8,527

有価証券 94 99

商品及び製品 547 661

仕掛品 1,013 992

原材料及び貯蔵品 568 544

その他 399 339

流動資産合計 21,867 22,189

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,087 5,980

機械装置及び運搬具（純額） 1,184 1,200

土地 3,707 3,707

その他（純額） 323 286

有形固定資産合計 11,304 11,174

無形固定資産 78 73

投資その他の資産 2,480 2,639

固定資産合計 13,863 13,886

資産合計 35,731 36,076

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,534 2,541

短期借入金 776 696

未払法人税等 130 136

賞与引当金 484 246

その他 1,098 1,324

流動負債合計 5,024 4,944

固定負債   

長期借入金 543 466

退職給付引当金 1,253 1,261

資産除去債務 60 60

その他 220 215

固定負債合計 2,077 2,004

負債合計 7,101 6,948
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,966 4,966

資本剰余金 5,190 5,190

利益剰余金 18,049 18,282

自己株式 △142 △143

株主資本合計 28,063 28,295

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 601 762

為替換算調整勘定 △35 69

その他の包括利益累計額合計 566 832

純資産合計 28,629 29,127

負債純資産合計 35,731 36,076
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 5,331 4,739

売上原価 3,379 3,186

売上総利益 1,951 1,553

販売費及び一般管理費 956 939

営業利益 995 613

営業外収益   

受取配当金 19 28

為替差益 － 46

その他 11 12

営業外収益合計 31 86

営業外費用   

支払利息 7 4

為替差損 37 －

固定資産売却損 － 5

その他 1 0

営業外費用合計 45 9

経常利益 981 690

税金等調整前四半期純利益 981 690

法人税、住民税及び事業税 214 173

法人税等調整額 144 85

法人税等合計 358 258

少数株主損益調整前四半期純利益 622 431

四半期純利益 622 431
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（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：百万円）

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 622 431

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △149 161

為替換算調整勘定 91 104

その他の包括利益合計 △57 265

四半期包括利益 564 697

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 564 697
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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） 

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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を

含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△22百万円は、セグメント間取引消去１百万円及び棚卸資産の調整額

△24百万円であります。 

３．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。 

  

Ⅱ 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） 

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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を

含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△９百万円は、セグメント間取引消去１百万円及び棚卸資産の調整額

△11百万円であります。 

３．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。 

  

   

（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）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

産業機器 
関連 

電子機器 
関連 

計 

売上高               

外部顧客への売

上高 
 2,651  2,662  5,314  16  5,331 －  5,331 

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 705  486  1,192  4  1,196 △1,196 － 

計 3,357  3,148  6,506  20  6,527 △1,196  5,331 

セグメント利益  563  449  1,012  6  1,018 △22 995 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

産業機器 
関連 

電子機器 
関連 

計 

売上高               

外部顧客への売

上高 
 2,189  2,537  4,726  13  4,739  －  4,739

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 563  597  1,161  4  1,165  △1,165  －

計  2,752  3,135  5,887  17  5,905  △1,165  4,739

セグメント利益  313  304  618  4  622  △9  613
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