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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 10,478 △27.9 886 34.6 939 35.3 591 57.6
24年3月期第3四半期 14,534 40.9 658 △0.8 694 △3.9 375 △5.8

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 615百万円 （104.3％） 24年3月期第3四半期 301百万円 （△13.1％）

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

25年3月期第3四半期 39.33 ―
24年3月期第3四半期 24.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 26,648 17,644 66.2
24年3月期 24,977 17,225 69.0
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 17,644百万円 24年3月期 17,225百万円

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

24年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
25年3月期 ― 6.00 ―
25年3月期（予想） 6.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 ： 有

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 △33.6 1,120 △19.9 1,200 △17.6 730 △16.1 48.51



(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

半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績

は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
なお、上記業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の２ページから３ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報」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 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 15,394,379 株 24年3月期 15,394,379 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 349,557 株 24年3月期 349,436 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 15,044,893 株 24年3月期3Q 15,045,899 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景に緩やかな回復傾向で

あったものの、長引く円高、株価の低迷に加えて、中国をはじめとするアジアの新興国や欧州の経済減速懸念を受

け、設備投資や個人消費が低調に推移いたしました。

一方で、年末には政府の景気対策等の期待感から、円安・株高基調になり先行きに明るさも見られました。

このような状況のもと当社グループは、光学機能性フィルムや電気・電子関連分野市場へ、高精度薄膜塗工装置

の拡販に努めるとともに、各種原価の改善や経費の削減にも取り組んでまいりました。

また、受注状況におきましては、厳しい受注環境のもと電気・電子関連分野向けの成膜装置など多くの市場が低

調に推移するなか、真空薄膜装置が過去 高の受注額を更新するなど堅調に推移いたしました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となり、利益面では営業

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 ％増）、四半期純利益は 百

万円（前年同期比 ％増）となりました。

受注残高につきましては、 百万円（前期末比 ％増）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。

（塗工機関連機器部門）

当部門は、光学機能性フィルム製造装置関連を中心に推移いたしました。

その結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。また、セグメント利益は 百万円

（前年同期比 ％増）となりました。

受注残高につきましては、 百万円（前期末比 ％減）となりました。

（化工機関連機器部門）

当部門は、電気・電子部門向成膜装置は堅調に推移した一方、真空薄膜装置等が減収となりました。

その結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。また、セグメント利益は 百万円

（前年同期比 ％減）となりました。

受注残高につきましては、 百万円（前期末比 ％増）となりました。

（その他）

当部門は、染色整理機械装置、各種機器の部品の製造及び修理・改造などを行っております。

売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。また、セグメント利益は 百万円（前年同期比

％減）となりました。

受注残高につきましては、 百万円（前期末比 ％減）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

10,478 27.9

886 34.6 939 35.3 591

57.6

25,309 89.2

5,879 0.4 908

42.7

7,006 14.7

4,031 49.7 390

6.1

18,145 262.8

567 7.3 139

17.5

157 4.5
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（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

流動資産は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。その主な要因は受取手

形及び売掛金が 百万円減少したこと、また仕掛品が 百万円増加したことによります。

また、固定資産は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。その主な要因は、有

形固定資産が 百万円増加したこと、並びに投資その他の資産が 百万円増加したことによります。

（負債）

流動負債は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。その主な要因は支払手形

及び買掛金が 百万円増加したこと、また前受金が 百万円、未払法人税等が 百万円それぞれ減少し

たことによります。

固定負債は前連結会計年度末に比べ 百万円減少し 百万円となりました。その主な要因は、借入金の

約定弁済により長期借入金が 百万円、退職給付引当金が 百万円減少したことによります。

（純資産）

純資産は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。その主な要因は、配当金

を 百万円支払ったこと、四半期純利益が 百万円となったことによります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表しました通期の連結業績予想を修正しておりま

す。詳細につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

（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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

該当事項はありません。

1,192 21,441

1,531 3,107

479 5,207

120 336

1,377 7,751

2,423 764 201

124 1,252

77 41

419 17,644

195 591

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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,218,855 7,442,203

受取手形及び売掛金 6,839,098 5,307,281

有価証券 3,542,642 2,859,252

仕掛品 2,071,958 5,179,261

原材料及び貯蔵品 104,469 113,639

その他 475,182 542,896

貸倒引当金 △2,988 △2,578

流動資産合計 20,249,217 21,441,958

固定資産

有形固定資産 2,846,139 2,966,876

無形固定資産 151,402 173,063

投資その他の資産

投資有価証券 1,354,666 1,692,564

その他 383,717 382,500

貸倒引当金 △7,993 △7,993

投資その他の資産合計 1,730,391 2,067,071

固定資産合計 4,727,933 5,207,010

資産合計 24,977,150 26,648,969
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,267,278 5,690,371

短期借入金 55,000 175,000

1年内返済予定の長期借入金 450,336 473,456

未払法人税等 221,723 20,707

前受金 1,487,241 722,749

賞与引当金 178,994 64,205

製品保証引当金 22,600 18,500

その他 690,870 586,267

流動負債合計 6,374,043 7,751,257

固定負債

長期借入金 487,016 409,244

退職給付引当金 681,442 640,120

役員退職慰労引当金 180,580 173,271

資産除去債務 23,153 23,532

その他 5,614 6,801

固定負債合計 1,377,806 1,252,970

負債合計 7,751,849 9,004,228

純資産の部

株主資本

資本金 1,847,821 1,847,821

資本剰余金 1,339,722 1,339,722

利益剰余金 14,326,162 14,722,254

自己株式 △406,780 △406,844

株主資本合計 17,106,926 17,502,954

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 118,375 141,786

その他の包括利益累計額合計 118,375 141,786

純資産合計 17,225,301 17,644,741

負債純資産合計 24,977,150 26,648,969
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

売上高 14,534,602 10,478,518

売上原価 12,570,490 8,366,659

売上総利益 1,964,111 2,111,859

販売費及び一般管理費 1,305,930 1,225,752

営業利益 658,181 886,106

営業外収益

受取利息 7,902 7,006

受取配当金 28,487 36,154

その他 24,924 30,949

営業外収益合計 61,314 74,110

営業外費用

支払利息 8,974 10,139

為替差損 11,958 －

固定資産除却損 453 5,771

その他 4,105 5,168

営業外費用合計 25,492 21,079

経常利益 694,003 939,137

特別損失

投資有価証券売却損 － 401

特別損失合計 － 401

税金等調整前四半期純利益 694,003 938,736

法人税、住民税及び事業税 235,607 272,778

法人税等調整額 83,017 74,281

法人税等合計 318,624 347,060

少数株主損益調整前四半期純利益 375,379 591,676

四半期純利益 375,379 591,676
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（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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 375,379 591,676

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △74,364 23,411

その他の包括利益合計 △74,364 23,411

四半期包括利益 301,015 615,087

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 301,015 615,087

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。

該当事項はありません。 

（セグメント情報）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

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

（５）セグメント情報等

報告セグメント
合計

塗工機関連機器 化工機関連機器 その他

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部

売上高又は振替高

5,904,297

－

8,018,211

－

612,093

－

14,534,602

－

計 5,904,297 8,018,211 612,093 14,534,602

セグメント利益 636,866 415,157 168,870 1,220,895

利益 金額

報告セグメント計

全社費用（注）

1,220,895

△562,713

四半期連結損益計算書の営業利益 658,181
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Ⅱ 当第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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

該当事項はありません。

報告セグメント
合計

塗工機関連機器 化工機関連機器 その他

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部

売上高又は振替高

5,879,632

－

4,031,609

－

567,276

－

10,478,518

－

計 5,879,632 4,031,609 567,276 10,478,518

セグメント利益 908,698 390,038 139,252 1,437,989

利益 金額

報告セグメント計

全社費用（注）

1,437,989

△551,882

四半期連結損益計算書の営業利益 886,106

（６）重要な後発事象
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生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

当第３四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１．金額は生産原価で、上記の内には外注生産によるものも含んでおります。

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

当第３四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（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

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（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。

５．補足情報

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％）

塗工機関連機器 4,674,759 △4.8

化工機関連機器 3,316,912 △54.4

その他 374,987 △0.9

合計 8,366,659 △33.4

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前期末比（％）

塗工機関連機器 4,675,942 △44.0 7,006,595 △14.7

化工機関連機器 17,175,697 ＋329.3 18,145,113 ＋262.8

その他 559,867 △4.7 157,400 △4.5

合計 22,411,506 ＋73.3 25,309,108 ＋89.2

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

塗工機関連機器 5,879,632 △0.4

化工機関連機器 4,031,609 △49.7

その他 567,276 △7.3

合計 10,478,518 △27.9
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