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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,122 △14.2 △15 ― 46 ― △68 ―
25年3月期第3四半期 1,308 △20.3 △37 ― △32 ― 12 ―

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 △17.29 ―
25年3月期第3四半期 3.24 ―

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3月期第3四半期 7,510 6,801 90.6 1,715.52
25年3月期 7,541 6,831 90.6 1,722.89
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 6,801百万円 25年3月期 6,831百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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  

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 1,550 △8.4 10 ― 16 ― △100 ― △25.22



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 注記事項

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 5,000,000 株 25年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,035,036 株 25年3月期 1,035,036 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 3,964,964 株 25年3月期3Q 3,999,344 株

※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の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等については、添付資
料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や日銀の金融緩和を背景に企業収益や個人

消費の一部に下げ止まりの兆しが見られれるものの欧州や中国及び新興国の成長に鈍化懸念が続いており景気の

先行きは依然として不透明な状況にあります。  

 スクリーン印刷用製版業界におきましては、主要な顧客である電子部品・デバイス関連、とりわけスマートフ

ォンやタブレット端末の需要の増加により、民生用電子機器の業界では出荷額が増加傾向にありますが、当社の

国内出荷額は、同業他社との価格競争が厳しく依然として厳しい状況が続いております。 

  

 このような状況のもと、当社におきましては、引き続き生産設備の稼働率向上、高精度製品の安定生産、経費

の見直しに取り組んでまいりましたが、十分な成果に至りませんでした。売上高につきましては、製品売上高10

億58百万円（前年同期比 14.8％減）、商品売上高63百万円（前年同期比 4.3％減）となり、売上高合計11億22百

万円（前年同期比 14.2％減）となりました。 

 利益面におきましては、営業損失15百万円（前年同期 営業損失37百万円）、経常利益46百万円（前年同期 経

常損失32百万円）、四半期純損失68百万円（前年同期 四半期純利益12百万円）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。  

 ①スクリーンマスク 

 当セグメントにおきましては、表示素子や受動部品用の売上が低調だったため、売上高８億68百万円（前年同

期比 9.7％減）、セグメント利益１億86百万円（前年同期比 11.1％減）となりました。 

 ②フォトマスク 

 当セグメントにおきましては、大型フォトマスクの売上が大幅に減少したため、売上高１億90百万円（前年同

期比 32.1％減）、セグメント利益については41百万円（前年同期比 32.3％減）となりました。 

 ③その他 

 当セグメントにおきましては、印刷用資機材等の売上が低調だったため、売上高63百万円（前年同期比 4.3％

減）、セグメント利益11百万円（前年同期比 18.4％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

  資産、負債及び純資産の状況 

  当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して、30百万円減少して75億10百万円となりま

した。負債は、１百万円減少して７億８百万円となりました。純資産は、29百万円減少して68億１百万円となり、

その結果自己資本比率は、90.6％となりました。 

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  業績予想につきましては、平成25年11月11日に公表いたしました通期の業績予想から変更はありません。 

 なお、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。 

   

   

（１）四半期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。   

   

（２）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。   

   

 該当事項はありません。   

   

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,224,478 1,338,215

受取手形及び売掛金 424,657 393,413

有価証券 1,567,894 1,492,766

商品及び製品 4,949 3,952

仕掛品 35,710 34,102

原材料及び貯蔵品 47,277 52,521

その他 20,750 94,206

貸倒引当金 △1,826 △1,833

流動資産合計 3,323,892 3,407,344

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 863,307 757,124

機械及び装置（純額） 261,275 110,027

土地 1,586,056 1,600,094

その他（純額） 35,204 24,963

有形固定資産合計 2,745,843 2,492,209

無形固定資産 5,038 3,629

投資その他の資産   

投資有価証券 1,204,735 1,375,848

その他 262,019 231,583

投資その他の資産合計 1,466,754 1,607,432

固定資産合計 4,217,637 4,103,270

資産合計 7,541,529 7,510,615

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 167,598 151,365

未払法人税等 9,651 7,524

引当金 9,377 8,085

その他 103,480 104,208

流動負債合計 290,107 271,182

固定負債   

退職給付引当金 45,383 36,036

役員退職慰労引当金 349,811 343,654

繰延税金負債 25,029 57,779

固定負債合計 420,224 437,469

負債合計 710,332 708,652

純資産の部   

株主資本   

資本金 925,750 925,750

資本剰余金 1,405,550 1,405,550

利益剰余金 5,110,920 5,022,547

自己株式 △656,224 △656,224

株主資本合計 6,785,996 6,697,623

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 45,200 104,339

評価・換算差額等合計 45,200 104,339

純資産合計 6,831,196 6,801,963

負債純資産合計 7,541,529 7,510,615
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 1,308,401 1,122,119

売上原価 1,018,916 845,257

売上総利益 289,485 276,862

販売費及び一般管理費 327,428 292,401

営業損失（△） △37,943 △15,538

営業外収益   

受取利息 16,523 18,368

為替差益 － 16,753

投資有価証券売却益 － 43,806

その他 2,988 3,576

営業外収益合計 19,511 82,505

営業外費用   

為替差損 8,933 －

有価証券償還損 － 9,965

保険解約損 4,155 4,860

固定資産除却損 432 4,710

その他 318 554

営業外費用合計 13,840 20,091

経常利益又は経常損失（△） △32,271 46,875

特別利益   

保険解約返戻金 28,008 －

受取弁済金 22,389 78,115

特別利益合計 50,397 78,115

特別損失   

減損損失 － 135,019

工場閉鎖損失 － 50,389

その他 － 4,816

特別損失合計 － 190,225

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 18,125 △65,234

法人税、住民税及び事業税 5,166 3,313

法人税等合計 5,166 3,313

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,958 △68,548
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期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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