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1. 平成26年6月期第2四半期の連結業績（平成25年7月1日～平成25年12月31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6月期第2四半期 2,638 12.6 225 19.1 232 △12.3 122 △8.9
25年6月期第2四半期 2,344 11.7 188 △2.8 265 50.5 134 81.0

（注）包括利益 26年6月期第2四半期 231百万円 （67.2％） 25年6月期第2四半期 138百万円 （88.7％）

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6月期第2四半期 92.27 ―
25年6月期第2四半期 101.27 ―

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6月期第2四半期 7,437 5,422 72.8 4,090.32
25年6月期 7,115 5,230 73.4 3,945.33
（参考）自己資本 26年6月期第2四半期 5,415百万円 25年6月期 5,223百万円

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6月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
26年6月期 ― 15.00
26年6月期（予想） ― 15.00 30.00

3. 平成26年 6月期の連結業績予想（平成25年 7月 1日～平成26年 6月30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 5,005 5.6 415 14.2 460 △17.3 289 △9.3 218.87



(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監査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連

結財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）

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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（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

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
②①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6月期2Q 1,355,000 株 25年6月期 1,355,000 株
② 期末自己株式数 26年6月期2Q 30,939 株 25年6月期 30,939 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期2Q 1,324,061 株 25年6月期2Q 1,324,061 株
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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世界経済は、米国経済は緩やかに回復、欧州では主要国を中心に 悪期を

脱して持ち直しに転じました。中国は成長率減速に歯止めがかかり、アジア新興国では総じて成長を保つも、力

強さに欠ける景況にありました。一方で日本経済は、政府の経済対策・金融政策効果や海外経済の緩やかな回復

が寄与し、円安と株高の進行、企業収益改善、個人消費持ち直しなど、景気は回復基調となりました。

この間の当社グループを取り巻く事業環境は、主要販売先である自動車機器業界で、新車投入効果や海外復調

により増産基調となりました。また、消費増税前の耐久財購入の増加に伴う増産並びに新規受託製品生産の定常

化も相俟って、ドライルーブ事業の売上高を押し上げ、期初に開示しました業績予想値をやや上回って推移しま

した。

この結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループ業績につきましては、売上高は 百万円（前年同期

比 ％増）、営業利益は 百万円（前年同期比 ％増）、経常利益は 百万円（前年同期比 ％減）、

四半期純利益は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。経常利益の前年同期比減少要因は、主に為替差

益計上額の差異（減少）によるものです。

当第２四半期連結累計期間におけるセグメント別の営業概況は次のとおりです。

＜ドライルーブ事業＞

当社グループのドライルーブ・コーティング加工の売上高は、自動車機器向けが前年同期比 ％の増収、光

学機器向けが同 ％の増収、電子部品関連は同 ％の減収となりました。光学機器向けの増収要因は、当社

海外グループ会社のドライルーブ・タイランドの受注増寄与によります。

この結果、ドライルーブ事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。

＜その他事業＞

その他事業のナノカーボン製品の営業概況は、個人消費者向け・産業界向け製品ともに横這いの状況が続いて

おります。

この結果、その他事業の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

１．資産、負債及び純資産の状況

① 資 産

当第２四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、有形固定資産純額 百万円の減少等がありました

が、関係会社出資金 百万円の増加、関係会社長期貸付金 百万円の増加、現金及び預金 百万円の増加、

受取手形及び売掛金 百万円の増加等によるものです。

② 負 債

当第２四半期連結会計期間末の負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、未払法人税等 百万円の減少等がありましたが、長

期借入金 百万円（１年内返済予定の長期借入金を含む）の増加、支払手形及び買掛金 百万円の増加等によ

るものです。

③ 純資産

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、

百万円（前期末比 ％増）となりました。これは主に、四半期純利益 百万円の計上による増加、配

当金 百万円の支払いによる減少等の結果、株主資本が 百万円増加、また為替換算調整勘定 百万円の増

加等によるものです。

これらの結果、自己資本比率は ％（前連結会計年度末は ％）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ 百万円増加し、

百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、次のとおりです。

（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ける営業活動により得られた資金は、 百万円（前年同期における営業

活動により得られた資金は 百万円）となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前四半期純利

益 百万円、減価償却費 百万円、仕入債務の増加額 百万円、持分法による投資損失 百万円、資金流

出では法人税等の支払額 百万円、売上債権の増加額 百万円、たな卸資産の増加額 百万円等によるも

のです。

（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ける投資活動により使用した資金は、 百万円（前年同期における投資

活動により使用した資金は 百万円）となりました。これは主に、貸付けによる支出 百万円、関係会社

出資金の払込による支出 百万円、有形固定資産の取得による支出 百万円などによるものです。

（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ける財務活動により得られた資金は、 百万円（前年同期における財務活

動により得られた資金は 百万円）となりました。これは主に、長期借入れによる収入 百万円、長期借

入金の返済による支出 百万円、配当金の支払額 百万円によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当面の国内経済見通しでは、４月の消費増税直後の落ち込みは不可避とみられております。しかし、政府の経

済対策の下支えや海外経済の持ち直し等により、内外需要拡大が見込まれ、企業の生産活動は緩やかに回復する

とされております。

当社の本年度下半期会計期間については、増税前駆け込み需要とその反動減の期間に当たるため、楽観できな

い不透明な業況を予測しております。平成25年８月９日に公表いたしました平成26年６期の通期業績予想に変更

はございません。今後、適時開示が必要となった場合には、速やかにお知らせいたします。
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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：千円）

前連結会計年度
(平成25年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,305,339 2,350,050

受取手形及び売掛金 864,841 902,489

商品及び製品 58,160 76,263

仕掛品 44,284 39,381

原材料及び貯蔵品 75,457 78,394

繰延税金資産 19,295 15,891

その他 59,282 34,289

貸倒引当金 △158 △174

流動資産合計 3,426,504 3,496,586

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,717,552 1,943,274

減価償却累計額 △969,901 △1,008,136

建物及び構築物（純額） 747,651 935,137

機械装置及び運搬具 1,485,034 1,519,755

減価償却累計額 △1,108,781 △1,152,681

機械装置及び運搬具（純額） 376,252 367,074

工具、器具及び備品 169,278 174,708

減価償却累計額 △109,277 △119,725

工具、器具及び備品（純額） 60,001 54,982

土地 1,145,715 1,287,094

建設仮勘定 371,641 －

有形固定資産合計 2,701,261 2,644,288

無形固定資産 52,529 41,173

投資その他の資産

投資有価証券 15,943 22,548

関係会社出資金 775,917 986,119

関係会社長期貸付金 － 105,400

繰延税金資産 48,212 46,639

その他 95,040 95,229

投資その他の資産合計 935,113 1,255,935

固定資産合計 3,688,904 3,941,398

資産合計 7,115,409 7,437,985



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 355,903 402,686

短期借入金 75,200 79,322

1年内返済予定の長期借入金 383,800 375,000

未払法人税等 161,164 111,584

賞与引当金 15,535 15,560

その他 120,284 148,226

流動負債合計 1,111,887 1,132,381

固定負債

長期借入金 510,000 610,000

退職給付引当金 132,586 140,229

長期未払金 129,959 133,035

固定負債合計 772,545 883,265

負債合計 1,884,433 2,015,646

純資産の部

株主資本

資本金 375,956 375,956

資本剰余金 460,956 460,956

利益剰余金 4,356,465 4,438,921

自己株式 △11,523 △11,523

株主資本合計 5,181,854 5,264,310

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △139 4,034

為替換算調整勘定 42,138 147,483

その他の包括利益累計額合計 41,999 151,517

少数株主持分 7,121 6,510

純資産合計 5,230,975 5,422,338

負債純資産合計 7,115,409 7,437,985



（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７月１日
至 平成24年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 2,344,301 2,638,856

売上原価 1,749,055 2,006,832

売上総利益 595,245 632,024

販売費及び一般管理費 406,254 406,870

営業利益 188,991 225,153

営業外収益

受取利息 204 345

受取配当金 65 12

為替差益 66,782 25,590

持分法による投資利益 13,848 －

その他 1,934 1,369

営業外収益合計 82,835 27,317

営業外費用

支払利息 6,042 6,105

持分法による投資損失 － 13,410

その他 22 6

営業外費用合計 6,065 19,522

経常利益 265,761 232,948

特別損失

固定資産除却損 45 －

特別損失合計 45 －

税金等調整前四半期純利益 265,715 232,948

法人税、住民税及び事業税 137,648 108,567

法人税等調整額 △4,795 2,666

法人税等合計 132,853 111,233

少数株主損益調整前四半期純利益 132,862 121,715

少数株主損失（△） △1,225 △462

四半期純利益 134,088 122,177



（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７月１日
至 平成24年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 132,862 121,715

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 230 4,173

為替換算調整勘定 △1,783 439

持分法適用会社に対する持分相当額 6,931 104,756

その他の包括利益合計 5,378 109,369

四半期包括利益 138,240 231,084

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 138,888 231,696

少数株主に係る四半期包括利益 △647 △611



（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７月１日
至 平成24年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31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 265,715 232,948

減価償却費 95,366 106,618

持分法による投資損益（△は益） △13,848 13,410

のれん償却額 － 1,379

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21 15

賞与引当金の増減額（△は減少） △214 25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,316 7,643

受取利息及び受取配当金 △269 △357

支払利息及び社債利息 6,042 6,105

為替差損益（△は益） △67,217 985

固定資産除売却損益（△は益） 45 －

売上債権の増減額（△は増加） △46,394 △36,644

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,590 △16,005

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,860 4,094

仕入債務の増減額（△は減少） 10,264 46,604

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,373 △3,769

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,293 19,839

その他 1,610 660

小計 242,502 383,553

利息及び配当金の受取額 5,317 203

利息の支払額 △4,621 △6,244

法人税等の支払額 △32,181 △157,708

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,016 219,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △166,000 △166,000

定期預金の払戻による収入 166,000 166,000

有形固定資産の取得による支出 △266,273 △51,515

無形固定資産の取得による支出 △2,146 △179

関係会社出資金の払込による支出 － △99,710

貸付けによる支出 － △100,190

その他 621 172

投資活動によるキャッシュ・フロー △267,798 △251,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 200,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △134,200 △58,800

配当金の支払額 △19,860 △19,860

財務活動によるキャッシュ・フロー 45,939 71,339

現金及び現金同等物に係る換算差額 89,560 4,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,717 44,710

現金及び現金同等物の期首残高 2,057,656 2,129,238

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,136,374 2,173,949



該当事項はありません。

該当事項はありません。

（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）
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