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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年3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 ％

24年9月期第2四半期 4,859 △41.7 △1,500 ― △1,600 ― △1,459 ―

23年9月期第2四半期 8,338 △21.4 379 46.3 349 74.3 360 14.3

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 △1,431百万円 （―％） 23年9月期第2四半期 617百万円 （―％）

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

24年9月期第2四半期 △12,869.57 ―

23年9月期第2四半期 3,182.20 ―

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

24年9月期第2四半期 18,904 8,809 41.5 69,255.46
23年9月期 21,180 10,641 44.3 82,813.95

（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  7,851百万円 23年9月期  9,388百万円

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

23年9月期 ― 0.00 ― 1,300.00 1,300.00
24年9月期 ― 0.00

24年9月期（予想） ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9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 15,000 △3.9 100 △78.2 100 △79.9 70 △86.5 617.44



(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 
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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年9月期2Q 113,684 株 23年9月期 113,684 株

② 期末自己株式数 24年9月期2Q 312 株 23年9月期 312 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 113,372 株 23年9月期2Q 113,372 株
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、欧州諸国の債務不安問題の深刻化や、堅調に推移し

ていたアジア新興国を中心とした成長が鈍化するなど、景気の減速感が強まっております。 

わが国経済においては、東日本大震災の影響から持ち直しの動きが見られ、為替においても円高から

円安に振れてきているものの、原油価格の上昇など、依然として景気の先行きは不透明な状況にありま

す。 

フラットパネルディスプレイ業界におきましては、スマートフォンやタブレット端末の販売好調によ

り、中小型パネル市場は前期に引き続き活況となっておりますが、大型パネルにおきましては、欧米や

日本等でのテレビ販売の低迷により、パネルメーカー及びテレビメーカーの収益は大変厳しい状況とな

りました。また、主要顧客にて海外企業との業務資本提携、組織の再編を含む構造改革、経営陣の交代

が発表されるなど、フラットパネルディスプレイ業界は大きく変化いたしました。 

そのような状況の中、当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、スマートフォ

ンやタブレット端末向けの中小型フォトマスクの需要は堅調に推移したものの、当社売上の大きなウエ

イトを占める第10世代用フォトマスクは当社想定の計画より大幅に遅延し、第８世代以下のフォトマス

クにおきましても、付加価値の高い多階調フォトマスクをはじめ、量産用、開発用など、特にテレビを

中心とする大型パネル用のフォトマスク需要が著しく減少いたしました。 

その結果、当社グループの連結業績につきましては、売上高48億59百万円（前年同期比41.7%減）、

営業損失15億円（前年同期は営業利益３億79百万円）、経常損失16億円（前年同期は経常利益３億49百

万円）、四半期純損失14億59百万円（前年同期は四半期純利益３億60百万円）となり、前年同期と比べ

大幅な減収減益となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて22億76百万円減少し

189億４百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少や機械装置及び運搬具等の減価

償却が進んだことによるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて４億44百万円減少し100億95百万円となりました。これは主

に、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）の減少によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて18億31百万円減少し88億９百万円となりました。これは主

に、利益剰余金の減少や少数株主持分の減少によるものであります。 

  

通期の業績予想については、平成23年11月９日に公表いたしました「平成23年９月期決算短信」から

変更はありません。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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23年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,551,303 3,427,466

受取手形及び売掛金 5,586,549 3,780,497

商品及び製品 5,612 10,339

仕掛品 152,714 172,587

原材料及び貯蔵品 1,600,599 1,282,892

その他 839,730 297,894

貸倒引当金 △9,557 △4,824

流動資産合計 10,726,953 8,966,853

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,148,715 4,003,523

機械装置及び運搬具（純額） 4,208,213 3,486,122

土地 1,607,750 1,607,750

その他（純額） 127,057 228,057

有形固定資産合計 10,091,738 9,325,454

無形固定資産

のれん － 39,313

その他 137,326 96,706

無形固定資産合計 137,326 136,020

投資その他の資産

その他 224,929 476,541

貸倒引当金 － △400

投資その他の資産合計 224,929 476,141

固定資産合計 10,453,994 9,937,616

資産合計 21,180,947 18,904,469

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,823,289 2,902,295

1年内返済予定の長期借入金 3,596,333 3,469,971

未払法人税等 25,058 14,000

役員賞与引当金 30,000 －

その他 666,283 554,238

流動負債合計 7,140,964 6,940,505

固定負債

長期借入金 3,237,500 3,012,500

その他 161,425 142,031

固定負債合計 3,398,925 3,154,531

負債合計 10,539,889 10,095,037
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,109,722 4,109,722

資本剰余金 4,335,413 4,335,413

利益剰余金 1,671,535 65,102

自己株式 △48,338 △48,338

株主資本合計 10,068,333 8,461,900

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 53,235 100,028

為替換算調整勘定 △732,785 △710,298

その他の包括利益累計額合計 △679,549 △610,270

少数株主持分 1,252,273 957,802

純資産合計 10,641,057 8,809,432

負債純資産合計 21,180,947 18,904,469
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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22年10月１日
至 平成23年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
 至 平成24年３月31日)

売上高 8,338,252 4,859,411

売上原価 7,042,419 5,012,210

売上総利益又は売上総損失（△） 1,295,832 △152,798

販売費及び一般管理費 916,644 1,347,907

営業利益又は営業損失（△） 379,187 △1,500,705

営業外収益

受取利息 1,714 4,159

不動産賃貸料 14,627 14,703

償却債権取立益 － 9,029

その他 29,912 8,837

営業外収益合計 46,253 36,729

営業外費用

支払利息 45,230 30,602

為替差損 － 80,956

その他 30,249 25,220

営業外費用合計 75,480 136,779

経常利益又は経常損失（△） 349,961 △1,600,755

特別利益

補助金収入 100,000 100,000

投資有価証券売却益 6,070 2,999

特別利益合計 106,070 102,999

特別損失

有形固定資産除却損 5,904 37

その他 15,952 －

特別損失合計 21,856 37

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

434,175 △1,497,792

法人税、住民税及び事業税 36,404 9,622

法人税等合計 36,404 9,622

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

397,770 △1,507,414

少数株主利益又は少数株主損失（△） 36,998 △48,366

四半期純利益又は四半期純損失（△） 360,772 △1,459,048
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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22年10月１日
至 平成23年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
 至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

397,770 △1,507,414

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 47,443 46,792

為替換算調整勘定 172,195 29,018

その他の包括利益合計 219,639 75,811

四半期包括利益 617,409 △1,431,603

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 509,761 △1,389,769

少数株主に係る四半期包括利益 107,648 △41,834
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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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