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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 5,940 △0.0 1,313 △5.4 989 △25.3 590 △26.5
24年3月期第1四半期 5,943 2.0 1,388 32.8 1,324 65.1 802 53.9

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 1,250百万円 （14.5％） 24年3月期第1四半期 1,091百万円 （75.1％）

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3月期第1四半期 2,848.25 2,694.90
24年3月期第1四半期 3,874.03 3,772.73

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 26,460 20,443 76.9
24年3月期 26,572 19,616 73.5
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  20,350百万円 24年3月期  19,521百万円

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  
当社は、平成24年６月22日開催の取締役会において、平成24年10月１日付にて普通株式１株につき200株の割合をもって株式分割することを決議いたしまし
た。このため、平成25年３月期（予想）の期末配当及び年間配当は、当該株式分割を考慮しております。なお、平成24年３月期の配当実績につきましては、当該
株式分割を考慮しておりません。 

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 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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  ：  無  
当社は、平成24年６月22日開催の取締役会において、平成24年10月１日付にて普通株式１株につき200株の割合をもって株式分割することを決議いたしまし
た。このため、平成25年３月期の連結業績予想における１株当たり当期（四半期）純利益については、当該株式分割を考慮しております。 

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) 12,000 2.1 2,300 △14.0 2,300 △7.5 1,500 △3.2 36.18
通期 23,200 8.4 4,500 4.1 4,500 5.8 2,900 6.2 69.96



(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) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料３ページ「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 
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 
１．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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当社は、平成24年６月22日開催の取締役会において、平成24年10月１日付にて普通株式１株につき200株の割合をもって株式分割することを決議いたしまし
た。このため、平成25年３月期の連結業績予想における１株当たり当期（四半期）純利益の算定にあたり、当該株式分割が当連結会計年度の期首に行われたも
のと仮定した場合の41,450,000株を期中平均株式数として使用しております。 

※  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 207,250 株 24年3月期 207,250 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 207,250 株 24年3月期1Q 207,250 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 

当社グループが関係するLCD業界では、主用途であるテレビ需要が低迷しており、大型LCDパネルの需給

は緩和、価格は底ばいを続けております。しかし、中小型LCDパネルの需要は高精細のIT機器向けを中心に

依然好調です。また車載向けLCDパネルについては、自動車生産が国内海外ともに増加しており、かつ、長

期的傾向としてメーター類のLCD化が続いているため好調でした。また、フロントプロジェクターの生産

は、今春以降、教育向け及び中国をはじめとする新興国向けが増加傾向となっております。 

 

このような環境の中、当第１四半期連結累計期間の当社グループの事業の状況は、光学部材事業におき

ましては、車載用LCDパネル向けの高耐久染料系偏光フィルムの販売が増加しましたが、増加を続けてきた

温度追従型楕円偏光フィルムが伸び悩みました。精密加工事業におきましては、無機偏光板ProFluxの販売

が好調であり、有機系液晶プロジェクタ部材も堅調でした。しかし、X線分析装置部材の販売は得意先の在

庫調整により減少しております。 

費用面では、販売費及び一般管理費における研究開発費の増加、営業外費用における為替差損の増加が

影響し、利益を押し下げております。 

 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は59億40百万円（前年同四半期比0.0％減）、営業

利益は13億13百万円（前年同四半期比5.4％減）、経常利益は９億89百万円（前年同四半期比25.3％減）、

四半期純利益は５億90百万円（前年同四半期比26.5％減）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億11百万円減少し、264億60百万円

となりました。主な要因は、法人税及び株主配当金の支払等による現金及び預金の減少８億12百万円、原

材料及び貯蔵品の減少２億53百万円、受取手形及び売掛金の増加３億70百万円、有価証券の増加１億11百

万円、商品及び製品の増加２億44百万円、設備投資に伴う有形固定資産の増加４億19百万円であります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ９億38百万円減少し、60億17百万円と

なりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少６億35百万円、未払法人税等の減少２億42百万円、

賞与引当金の増加１億52百万円であります。 

当第１四半期連結会計期間末の少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ８億27百万円

増加し、204億43百万円となりました。主な要因は、四半期純利益５億90百万円、株主配当金の支払による

減少４億14百万円、為替換算調整勘定の増加６億52百万円であります。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の業績は予測の範囲内で推移しており、平成24年５月11日に公表いたしまし

た業績予想に変更はありません。 

今後、業績予想の修正が必要になった場合には速やかに開示いたします。 

 

なお、当社は、平成24年６月22日開催の取締役会において、平成24年10月１日付にて普通株式１株につ

き200株の割合をもって株式分割することを決議いたしました。このため、平成25年３月期の連結業績予想

における１株当たり当期（四半期）純利益については、当該株式分割を考慮しております。 
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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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四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

四半期純利益はそれぞれ533千円増加しております。 
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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 5,631,872 4,819,119

受取手形及び売掛金 4,390,850 4,761,381

有価証券 494,230 605,330

商品及び製品 1,309,708 1,553,903

仕掛品 1,486,920 1,578,142

原材料及び貯蔵品 2,196,461 1,943,197

その他 1,156,001 882,941

貸倒引当金 △15,879 △16,249

流動資産合計 16,650,164 16,127,766

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,804,967 3,891,896

機械装置及び運搬具（純額） 2,640,629 2,647,737

その他（純額） 2,250,231 2,575,929

有形固定資産合計 8,695,828 9,115,563

無形固定資産   

のれん 325,750 305,474

その他 625,234 644,744

無形固定資産合計 950,985 950,218

投資その他の資産   

その他 339,075 269,236

貸倒引当金 △63,645 △1,829

投資その他の資産合計 275,430 267,407

固定資産合計 9,922,243 10,333,189

資産合計 26,572,408 26,460,956

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,689,478 2,053,535

1年内返済予定の長期借入金 440,000 477,500

未払法人税等 755,602 512,643

賞与引当金 236,621 389,596

役員賞与引当金 16,000 12,000

その他 1,335,421 1,109,873

流動負債合計 5,473,123 4,555,149
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(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) 

固定負債   

長期借入金 940,000 902,500

退職給付引当金 25,303 30,319

その他 517,767 529,252

固定負債合計 1,483,070 1,462,072

負債合計 6,956,193 6,017,221

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,095,125 3,095,125

資本剰余金 2,761,941 2,761,941

利益剰余金 15,415,034 15,590,835

株主資本合計 21,272,101 21,447,902

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △1,750,177 △1,097,860

その他の包括利益累計額合計 △1,750,177 △1,097,860

少数株主持分 94,290 93,693

純資産合計 19,616,214 20,443,734

負債純資産合計 26,572,408 26,460,956
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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：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 5,943,013 5,940,555

売上原価 3,464,960 3,430,107

売上総利益 2,478,052 2,510,448

販売費及び一般管理費 1,089,999 1,196,753

営業利益 1,388,052 1,313,695

営業外収益   

受取利息 831 894

原子力立地給付金 7,650 8,100

その他 6,207 8,555

営業外収益合計 14,688 17,550

営業外費用   

支払利息 4,167 3,335

為替差損 73,824 334,226

その他 397 4,397

営業外費用合計 78,388 341,959

経常利益 1,324,352 989,285

特別利益   

持分変動利益 1,023 －

特別利益合計 1,023 －

特別損失   

固定資産除却損 155 1,038

持分変動損失 － 4,083

特別損失合計 155 5,122

税金等調整前四半期純利益 1,325,220 984,163

法人税、住民税及び事業税 623,433 426,668

法人税等調整額 △105,011 △35,484

法人税等合計 518,422 391,184

少数株主損益調整前四半期純利益 806,797 592,978

少数株主利益 3,904 2,678

四半期純利益 802,893 590,300
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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：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 806,797 592,978

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 285,027 657,092

その他の包括利益合計 285,027 657,092

四半期包括利益 1,091,825 1,250,071

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,087,175 1,242,618

少数株主に係る四半期包括利益 4,649 7,453
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(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 

【セグメント情報】 

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） 

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） 

報告セグメント 
 

光学部材事業 精密加工事業 計 
調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

売上高 

  外部顧客への売上高 3,568,495 2,374,517 5,943,013 － 5,943,013

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

600,301 － 600,301 △600,301 －

計 4,168,796 2,374,517 6,543,314 △600,301 5,943,013

セグメント利益 932,859 455,193 1,388,052 － 1,388,052

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 
 

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。 

 

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） 

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） 

報告セグメント 
 

光学部材事業 精密加工事業 計 
調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

売上高 

  外部顧客への売上高 3,402,516 2,538,039 5,940,555 － 5,940,555

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

1,051,938 － 1,051,938 △1,051,938 －

計 4,454,454 2,538,039 6,992,493 △1,051,938 5,940,555

セグメント利益 1,051,376 262,318 1,313,695 － 1,313,695

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

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。 

 

(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。 
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