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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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1四半期 5,331 △2.8 995 2.0 981 0.8 622 5.3
24年3月期第1四半期 5,485 13.7 975 42.8 972 44.3 591 12.5

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 564百万円 （△8.3％） 24年3月期第1四半期 616百万円 （81.3％）

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1四半期 25.15 ―

24年3月期第1四半期 23.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 36,080 27,501 76.2
24年3月期 36,590 27,135 74.2

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  27,501百万円 24年3月期  27,135百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 8.00 ― 8.00 16.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 11,750 9.0 2,100 22.1 2,100 25.8 1,250 21.8 50.50
通期 23,000 4.1 4,000 5.1 4,000 4.7 2,400 7.5 96.96



(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 

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料2ページ「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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実施中であります。 

※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。 
実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、世界経済・競合状況・為替の変動等に関わるリスクなどがありますが、業績に影響を与える要因は
これらに限定されるものではありません。 
なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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1Q 25,042,406 株 24年3月期 25,042,406 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 290,843 株 24年3月期 290,001 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 24,751,984 株 24年3月期1Q 24,754,916 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、復興関連需要やエコカー補助金の効果もあり国内需要は堅調に推移

しましたが、欧州経済危機の再燃による海外景気下振れリスクに加え、円高の長期化、電力不足懸念など、景気の

先行きには不透明感がただよう状況にありました。  

  

 このような環境の中、産業機器分野向けシール製品は国内外関連部署連携による販売強化に努め、売上高は前年

同期を上回りました。また、電子機器関連事業の半導体・液晶製造装置関連業界向けピラフロン製品は、海外半導

体市況の立ち上がり遅れなどにより、売上高は前年同期を下回りました。 

  

 この結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高53億31百万円（前年同期比2.8％

減）、経常利益９億81百万円（前年同期比0.8％増）、四半期純利益６億22百万円（前年同期比5.3％増）となりま

した。 

  

 連結売上高をセグメント別に見ますと、産業機器関連事業は26億51百万円（前年同期比1.2％増）、電子機器関

連事業は26億62百万円（前年同期比6.4％減）、その他部門（不動産賃貸）は16百万円（前年同期比22.3％減）と

なりました。 

 また、営業利益のセグメント別につきましては、産業機器関連事業は５億63百万円（前年同期比12.4％増）、電

子機器関連事業は４億49百万円（前年同期比5.5％減）、その他部門（不動産賃貸）は６百万円（前年同期比43.5 

％減）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の総資産は、たな卸資産は増加しましたが、売上債権、有形固定資産及び投資有価証

券の減少等により前期末比５億10百万円減の360億80百万円となりました。また、有利子負債（リース債務は除

く）は、前期末比１億57百万円減の18億56百万円となりました。純資産は、四半期純利益等により前期末比３億66

百万円増の275億１百万円となり、自己資本比率は76.2％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想は、現時点において決算発表時（平成24年５月９日）に公表いたしました第２四半期連結累計期間

及び通期の業績予想に変更はありません。 

   

   

 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） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

   

   

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
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,259 9,128

受取手形及び売掛金（純額） 10,424 10,263

商品及び製品 578 680

仕掛品 1,052 1,106

原材料及び貯蔵品 543 652

その他 476 351

流動資産合計 22,334 22,183

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,510 6,417

機械装置及び運搬具（純額） 1,267 1,251

土地 3,707 3,707

その他（純額） 285 205

有形固定資産合計 11,770 11,581

無形固定資産 56 52

投資その他の資産 2,429 2,262

固定資産合計 14,256 13,896

資産合計 36,590 36,080

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,116 3,240

短期借入金 868 868

未払法人税等 998 241

賞与引当金 561 294

その他 1,244 1,441

流動負債合計 6,790 6,085

固定負債   

長期借入金 1,119 962

退職給付引当金 1,216 1,228

資産除去債務 60 60

その他 268 241

固定負債合計 2,665 2,493

負債合計 9,455 8,578
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,966 4,966

資本剰余金 5,190 5,190

利益剰余金 16,855 17,280

自己株式 △141 △142

株主資本合計 26,870 27,294

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 493 343

為替換算調整勘定 △228 △137

その他の包括利益累計額合計 264 206

純資産合計 27,135 27,501

負債純資産合計 36,590 36,080
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 5,485 5,331

売上原価 3,529 3,379

売上総利益 1,956 1,951

販売費及び一般管理費 980 956

営業利益 975 995

営業外収益   

受取配当金 26 19

その他 15 11

営業外収益合計 41 31

営業外費用   

支払利息 10 7

為替差損 30 37

その他 3 1

営業外費用合計 44 45

経常利益 972 981

特別利益   

固定資産売却益 13 －

特別利益合計 13 －

税金等調整前四半期純利益 986 981

法人税、住民税及び事業税 228 214

法人税等調整額 165 144

法人税等合計 394 358

少数株主損益調整前四半期純利益 591 622

四半期純利益 591 622
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 591 622

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8 △149

為替換算調整勘定 32 91

その他の包括利益合計 24 △57

四半期包括利益 616 564

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 616 564
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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１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

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 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を

含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△11百万円は、セグメント間取引消去△11百万円であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

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 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を

含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△22百万円は、セグメント間取引消去１百万円及び棚卸資産の調整額

△24百万円であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

   

   

（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

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

産業機器 
関連 

電子機器
関連 

計

売上高               

外部顧客への売

上高 
2,619 2,844 5,463 21 5,485 － 5,485 

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

611 628 1,240 4 1,244 △1,244 － 

計 3,231 3,473 6,704 25 6,730 △1,244 5,485 

セグメント利益 501 475 976 10 987 △11 975 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

産業機器 
関連 

電子機器
関連 

計

売上高               

外部顧客への売

上高 
 2,651  2,662  5,314  16  5,331  －  5,331

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 705  486  1,192  4  1,196  △1,196  －

計  3,357  3,148  6,506  20  6,527  △1,196  5,331

セグメント利益  563  449  1,012  6  1,018  △22  995
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