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（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９月期第１四半期 1,198 14.2 △306 － △302 － △252 －

25年９月期第１四半期 1,049 △24.8 △185 － △167 － △103 －

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９月期第１四半期 △46.21 －

25年９月期第１四半期 △18.97 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年９月期第１四半期 7,682 3,993 52.0

25年９月期 7,212 4,246 58.9

（参考）自己資本 26年９月期第１四半期 3,993百万円 25年９月期 4,246百万円

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９月期 － 0.00 － 0.00 0.00

26年９月期 －

26年９月期（予想） 0.00 － 10.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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） 3,272 12.8 △275 － △265 － △164 － △30.19

通期 9,015 78.7 473 － 614 － 380 － 69.73

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



※  注記事項

（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）

※  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終了していません。

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業績の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定

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.2「当四半期決算に関する定性的情報」をご覧

下さい。

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

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９月期１Ｑ 5,491,490株 25年９月期 5,491,490株

②  期末自己株式数 26年９月期１Ｑ 31,042株 25年９月期 31,042株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年９月期１Ｑ 5,460,448株 25年９月期１Ｑ 5,460,498株
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(１）経営成績に関する定性的情報

当第１四半期累計期間における世界経済は、米国では住宅市場及び雇用環境の好転による緩やかな回復基調が継

続しており、また、欧州では財政問題の長期化が顕在しているものの景気の底入れ感が強まってまいりましたが、

新興国では景気減速の傾向が改善されず、全体的には依然として先行き不透明感が漂っております。

一方、国内経済は、アベノミクス効果により円安・株高が進み、個人消費及び企業収益の一部で改善が見られ、

景気回復の兆しが徐々に浸透してまいりました。

このような経済環境の中、当社が関わる電子部品業界においては、スマートフォン（高機能携帯電話）及びタブ

レット端末製品の普及が継続し、これらの関連装置の需要が堅調に推移いたしました。

また、ＬＥＤ関連製品においては、継続している企業の設備投資抑制により装置需要は低調に推移しているもの

の、海外企業の一部で切断加工装置について約30億円の大口受注があったことにより、明るい兆しが見えてまいり

ました。

このような状況の中、電子機器事業では一部で堅調さが見られたものの全体的には低調に推移いたしました。ま

た、繊維機器事業についても低調に推移いたしました。

損益面につきましては、製造コストの低減及び諸経費の圧縮に努めたものの、競争激化に伴う採算の悪化等によ

り、四半期純損失を計上することとなりました。

その結果、当第１四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業損失は 百万

円（前年同四半期は営業損失 百万円）、経常損失は 百万円（前年同四半期は経常損失 百万

円）、四半期純損失は 百万円（前年同四半期は四半期純損失 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。

（電子機器事業）

液晶製造機器では、スマートフォン（高機能携帯電話）及びタブレット等の高機能携帯端末市場の拡大が継続

していることから、大手液晶パネルメーカー及びＥＭＳメーカー（受託生産企業）向けの小型液晶パネル用偏光

板貼り付け機並びにその周辺機器の需要が好調に推移いたしました。また、海外パネルメーカー向けは、落ち着

いた状況となりましたが、国内大手液晶パネルメーカーからの需要が活発であったことから、販売額は増加いた

しました。

半導体製造機器では、省エネルギーで注目を集めているパワー半導体メーカー、車載用ＩＣチップメーカー及

びスマートフォン（高機能携帯電話）関連チップメーカーからの装置需要が比較的堅調に推移し、販売額は増加

いたしました。

ＭＷＳ（マルチワイヤーソー）では、ＬＥＤ関連製品市場の装置需要はいまだ回復せず、また、その他の市場

に関連する装置についても大きな需要がないことから低調に推移いたしました。しかしながら、海外客先より約

30億円の大口受注があったことにより、明るい兆しが見えてまいりました。

このような状況の中、販売額は減少いたしました。

その結果、売上高は10億84百万円（前年同四半期比 ％増）、セグメント損失２億95百万円（前年同四半期

はセグメント損失１億68百万円）となりました。

（繊維機器事業）

アパレル業界においては、長引く経済不況の影響で設備の更新・増設が先送りされている状況が依然として続

いておりますが、このような状況の中、販売額は若干増加いたしました。

その結果、売上高は１億百14万円（前年同四半期比 ％増）、セグメント損失10百万円（前年同四半期はセグ

メント損失17百万円）となりました。

(２）財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末における「資産合計」は、現金預金及びたな卸資産が増加したこと等により、前期末に比べ

百万円増加し 百万円となりました。

「負債合計」は、買掛金及び前受金等が増加したこと等により、前期末に比べ 百万円増加し 百万円

となりました。

「純資産合計」は、前期に続いて当四半期においても純損失を計上したことにより、前期末に比べ 百万円

減少し 百万円となりました。

(３）業績予想に関する定性的情報

現時点での業績予想につきましては、平成25年11月８日に発表いたしました予想数値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

11億98 14.2 ３億６

１億85 ３億２ １億67

２億52 １億３

15.6

2.6

４億69 76億82

７億23 36億89

２億53

39億93
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（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。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年９月30日)

当第１四半期会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 889,157 1,040,520

受取手形及び売掛金 1,629,621 1,530,856

製品 41,800 480,822

仕掛品 852,089 761,046

原材料及び貯蔵品 135,599 128,426

その他 266,857 323,690

流動資産合計 3,815,125 4,265,362

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,536,834 1,515,279

土地 781,479 781,479

その他（純額） 402,782 397,308

有形固定資産合計 2,721,095 2,694,067

無形固定資産 13,220 19,523

投資その他の資産

関係会社株式 345,679 345,679

その他 317,848 358,218

投資その他の資産合計 663,528 703,898

固定資産合計 3,397,844 3,417,489

資産合計 7,212,969 7,682,851

負債の部

流動負債

買掛金 1,433,714 1,810,114

短期借入金 44,697 34,386

1年内返済予定の長期借入金 414,744 377,389

未払法人税等 3,885 1,790

賞与引当金 30,360 62,266

その他 216,411 635,569

流動負債合計 2,143,813 2,921,515

固定負債

長期借入金 695,045 628,714

資産除去債務 27,825 27,967

その他 99,349 110,841

固定負債合計 822,219 767,522

負債合計 2,966,033 3,689,038
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年９月30日)

当第１四半期会計期間
(平成25年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 963,230 963,230

資本剰余金 1,352,321 1,352,321

利益剰余金 1,941,786 1,689,473

自己株式 △17,308 △17,308

株主資本合計 4,240,029 3,987,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,906 6,096

評価・換算差額等合計 6,906 6,096

純資産合計 4,246,936 3,993,813

負債純資産合計 7,212,969 7,682,851
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（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 1,049,186 1,198,611

売上原価 859,975 1,180,835

売上総利益 189,211 17,775

販売費及び一般管理費 374,909 323,929

営業損失（△） △185,698 △306,154

営業外収益

受取利息 1,020 109

受取賃貸料 2,648 2,648

売電収入 － 2,925

為替差益 7,396 －

権利金収入 5,000 －

その他 4,459 2,342

営業外収益合計 20,525 8,026

営業外費用

支払利息 1,197 795

減価償却費 97 3,001

その他 700 780

営業外費用合計 1,995 4,577

経常損失（△） △167,168 △302,706

税引前四半期純損失（△） △167,168 △302,706

法人税、住民税及び事業税 823 823

法人税等調整額 △64,383 △51,216

法人税等合計 △63,559 △50,393

四半期純損失（△） △103,608 △252,312
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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）継続企業の前提に関する注記

（４）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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（１）生産実績

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）受注状況

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主要な輸出先及び輸出販売高及び構成比は、次のとおりであります。なお、（ ）内は総販売実績に対

する輸出販売高の割合であります。

４．補足情報

 生産、受注及び販売の状況

セグメントの名称

前四半期
（自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日）

当四半期
（自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日）

前事業年度
（自 平成24年10月１日
至 平成25年９月30日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

電子機器事業 678,203 84.3 1,680,369 94.7 4,212,238 90.2

繊維機器事業 126,197 15.7 94,212 5.3 459,201 9.8

合計 804,400 100.0 1,774,582 100.0 4,671,439 100.0

セグメントの名称

前四半期
（自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日）

当四半期
（自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日）

前事業年度
（自 平成24年10月１日
至 平成25年９月30日）

受注高(千円)
受注残高
(千円)

受注高(千円)
受注残高
(千円)

受注高(千円)
受注残高
(千円)

電子機器事業 781,742 1,980,245 4,276,525 5,466,260 4,744,686 2,273,934

繊維機器事業 80,316 74,635 103,078 51,569 396,088 62,902

合計 862,058 2,054,880 4,379,604 5,517,830 5,140,774 2,336,837

セグメントの名称

前四半期
（自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日）

当四半期
（自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日）

前事業年度
（自 平成24年10月１日
至 平成25年９月30日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

電子機器事業 937,689 89.4 1,084,198 90.5 4,606,944 91.3

繊維機器事業 111,497 10.6 114,412 9.5 439,001 8.7

合計 1,049,186 100.0 1,198,611 100.0 5,045,945 100.0

輸出先

前四半期
（自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日）

当四半期
（自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日）

前事業年度
（自 平成24年10月１日
至 平成25年９月30日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

アジア・オセアニア 615,105 89.1 583,135 82.8 2,526,044 91.0

北米 53,253 7.7 79,417 11.3 159,899 5.8

欧州 21,999 3.2 23,886 3.4 75,065 2.7

その他の地域 － － 17,900 2.5 13,750 0.5

合計
( ％)

690,359

65.8
100.0

( )

704,339

58.8
100.0

( ％)

2,774,759

55.0
100.0
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