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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4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3月期第3四半期 7,730 4.8 777 22.3 808 19.7 777 20.0
25年3月期第3四半期 7,376 4.0 635 △28.1 675 △27.2 648 △11.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,104百万円 （78.5％） 25年3月期第3四半期 618百万円 （△5.4％）

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3四半期 96.98 ―
25年3月期第3四半期 77.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 26,828 17,775 66.3
25年3月期 26,384 17,415 66.0
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 17,775百万円 25年3月期 17,415百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
26年3月期 ― 15.00 ―
26年3月期（予想） 15.00 30.00

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、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 
当社は、第１四半期連結会計期間において472,300株の自己株式の取得を行っております。連結業績予想の「１株あたり当期純利益」につきましては、当該自己
株式の取得を反映させた期中平均株式数により算出しております。 

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

通期 10,450 6.4 1,000 18.9 1,060 19.6 1,000 18.2 125.17



(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 
 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 
 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。業績予想に関する事項については、四半期決算短信（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3月期3Q 9,152,400 株 25年3月期 9,152,400 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,242,032 株 25年3月期 769,732 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 8,021,917 株 25年3月期3Q 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）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策、日銀による金融緩和政策への期待から円

安、株高傾向が継続し、景気回復の兆しが見られるものの、新興国経済の成長鈍化が散見されるなど、依然とし

て先行きの不透明な状況で推移いたしました。 

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

スマートフォン、タブレット端末が市場を牽引する状況で推移しておりましたが、11月以降調整局面に入ったこ

とから、当第３四半期連結会計期間（平成25年10月～12月）は低調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は、77億30百万円（前年同期比4.8％増）となりました。損益につきましては、中国子会社の

収益が改善したことなどから、営業利益は７億77百万円（前年同期比22.3％増）、経常利益は８億８百万円（前

年同期比19.7％増）、四半期純利益は７億77百万円（前年同期比20.0％増）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、タブレット端末向け液晶パネル用帯電防止膜やタッチパネル

用透明導電膜は、スマートフォン、タブレット端末向け部品市場が調整局面に入った影響を受け伸び悩みました。

カーナビゲーション向けタッチパネル用透明導電膜は、自動車生産が安定していることから概ね堅調に推移いた

しました。 

 この結果、売上高は57億７百万円（前年同期比4.6％増）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、プロジェクター向け光学部品は大手プロジェクターメーカーが事業を縮小し

たことや、デジタルカメラ向け反射防止膜の販売が縮小したことから低調な推移となりました。 

 この結果、売上高は７億49百万円（前年同期比19.4％減）となりました。 

（その他） 

 その他につきましては、スマートフォン向け加飾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12億73百万円（前年同期比28.4％増）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

当第３四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４億44百万円、純資産が

３億59百万円それぞれ増加し、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９億３百万円減少、受取手形及び売掛金が６億40百万円増

加、固定資産では機械装置及び運搬具が４億12百万円増加しました。流動負債では、支払手形及び買掛金が７億

82百万円増加、固定負債では長期借入金が５億54百万円減少しました。純資産では、利益剰余金が５億33百万円

増加、自己株式が取得により４億99百万円増加（純資産は減少）、為替換算調整勘定が２億42百万円増加しまし

た。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年11月１日公表の業績予想に変更はありません。 

 

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 

 該当事項はありません。 



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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,182,997 6,279,313

受取手形及び売掛金 ※  7,608,297 ※  8,249,062

有価証券 1,752,788 1,752,934

商品及び製品 ※  146,766 147,590

仕掛品 157,989 ※  260,838

原材料及び貯蔵品 ※  900,452 ※  897,949

その他 105,046 178,360

貸倒引当金 △2,275 △2,049

流動資産合計 17,852,062 17,764,000

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,612,836 1,639,981

機械装置及び運搬具（純額） 2,327,309 2,740,288

土地 2,340,673 2,340,673

その他（純額） 601,522 603,100

有形固定資産合計 6,882,342 7,324,043

無形固定資産 56,631 74,154

投資その他の資産   

投資有価証券 828,598 928,426

その他 764,574 737,648

貸倒引当金 △147 △8

投資その他の資産合計 1,593,024 1,666,066

固定資産合計 8,531,998 9,064,265

資産合計 26,384,061 26,828,265



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(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 ※  4,677,326 ※  5,460,072

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 939,255 774,798

未払法人税等 57,311 21,173

賞与引当金 194,027 91,533

役員賞与引当金 12,000 －

その他 674,896 839,186

流動負債合計 6,604,816 7,236,763

固定負債   

長期借入金 1,818,202 1,263,478

退職給付引当金 271,497 300,957

役員退職慰労引当金 252,095 211,660

その他 22,279 40,236

固定負債合計 2,364,073 1,816,331

負債合計 8,968,890 9,053,095

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 5,857,123 6,390,691

自己株式 △811,124 △1,311,086

株主資本合計 17,387,199 17,420,804

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 86,808 170,768

為替換算調整勘定 △58,837 183,597

その他の包括利益累計額合計 27,971 354,365

純資産合計 17,415,170 17,775,170

負債純資産合計 26,384,061 26,828,265



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 7,376,978 7,730,443

売上原価 5,448,372 5,552,085

売上総利益 1,928,606 2,178,358

販売費及び一般管理費 1,292,861 1,400,550

営業利益 635,745 777,808

営業外収益   

受取利息 22,678 17,641

受取配当金 8,117 8,974

不動産賃貸料 12,530 11,593

為替差益 5,129 －

その他 25,581 28,502

営業外収益合計 74,037 66,711

営業外費用   

支払利息 19,610 14,815

為替差損 － 11,501

不動産賃貸費用 6,297 2,277

その他 8,446 7,358

営業外費用合計 34,353 35,953

経常利益 675,428 808,566

特別利益   

固定資産売却益 475 49

特別利益合計 475 49

特別損失   

投資有価証券評価損 3,188 －

特別損失合計 3,188 －

税金等調整前四半期純利益 672,715 808,616

法人税、住民税及び事業税 23,441 30,592

法人税等調整額 1,175 61

法人税等合計 24,617 30,653

少数株主損益調整前四半期純利益 648,098 777,962

四半期純利益 648,098 777,962



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４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 648,098 777,962

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △27,652 83,959

為替換算調整勘定 △1,825 242,434

その他の包括利益合計 △29,477 326,393

四半期包括利益 618,620 1,104,356

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 618,620 1,104,356

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 （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） 

     該当事項はありません。 

 

    （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

当社は、平成25年５月17日開催の取締役会決議に基づき、自己株式472,300株の取得を行いました。この

結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が499,961千円増加し、当第３四半期連結会計期間末に

おける自己株式は1,311,086千円となっております。 

 

    （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。 

 

    （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25年３月31日） 
当第３四半期連結会計期間 
（平成25年12月31日） 

売掛金 

製品 

仕掛品 

原材料 

買掛金 

3,825,834千円 

7,729千円 

－千円 

112,780千円 

3,952,370千円 

4,382,128千円 

－千円 

114,183千円 

37,850千円 

4,541,764千円 
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