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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 10,715 37.1 1,582 107.1 1,523 166.6 1,468 ―
24年3月期第2四半期 7,813 △37.7 764 △71.6 571 △78.2 △36 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,025百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 10百万円 （△99.5％）

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2四半期 58.70 ―
24年3月期第2四半期 △1.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 27,124 16,990 62.0
24年3月期 26,817 15,926 59.4
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  16,819百万円 24年3月期  15,926百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 10.00 10.00

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  ：  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 19,000 10.9 1,800 21.9 1,710 2.2 1,680 73.5 67.17



(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 

（注） 「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Ｐ．２ 「２．サマリー 
    情報（注記事項）に関する事項（１）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 
１．本資料に掲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当社が入手可能な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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。なお、業績予想等に関する詳細は、添付資料Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照くだ 
  さい。 
２．当社は、平成24年11月14日（水）にアナリスト向け決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明会資料については、開催後速やか 
  に当社ホームページに掲載する予定です。 
３．四半期決算補足説明資料は当社ホームページに掲載しております。 

※  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2Q 25,021,832 株 24年3月期 25,021,832 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 9,465 株 24年3月期 9,381 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 25,012,406 株 24年3月期2Q 25,012,685 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、引き続き復興需要が景気の牽引役となるものの、大手総合家電

メーカーの業績悪化や政治イベントを控えた心理的な影響から、企業の設備投資や個人消費等に力強さはなく、確か

な景気回復を感じられるまでには至りませんでした。また、ユーロ圏の債務問題が世界各地域の景気減速にまで波及

し、アジア地域ではナショナリズムが高まるなど、世界的な秩序混乱への不安が募る状況となりました。 

半導体業界におきましては、タブレット端末へのシフトを受けてパソコン向けの需要が引き続き低迷し、限られた

アプリケーションに依存する構図がさらに鮮明となりました。パワー系やＬＥＤなど省エネ・エコをキーワードとす

る製品市況は比較的強気となりましたが、季節要因も勘案すれば市場全体は盛り上がりに欠ける状況でありました。 

この様な状況のもと当社グループでは、コンプレッション方式のモールディング装置を大手ＩＤＭに大量納品し、

お客様の生産ラインで当社独自技術の優位性を実証することができました。これにより他の半導体メーカーやアッセ

ンブリーハウスに追随の動きが広がり、トランスファ方式からコンプレッション方式への切り替えの時間軸が早まる

ものと考えております。当第２四半期連結累計期間の業績においても、コンプレッション方式のモールディング装置

が大きく貢献し、売上高は107億15百万円（前年同期比29億１百万円、37.1％増）、営業利益15億82百万円（前年同期

比８億18百万円、107.1％増）、経常利益15億23百万円（前年同期比９億52百万円、166.6％増）、四半期純利益14億

68百万円（前年同期は四半期純損失36百万円）と、期初の計画を上回る結果となりました。 

    

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成24年８月８日の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました通

期の連結業績予想からの変更はありません。 

   

   

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,708,456 5,065,779

受取手形及び売掛金 5,799,590 5,775,499

商品及び製品 835,231 833,194

仕掛品 2,200,682 2,325,918

原材料及び貯蔵品 336,217 382,699

その他 281,099 352,527

貸倒引当金 △8,516 △2,680

流動資産合計 14,152,762 14,732,938

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,935,198 12,083,902

減価償却累計額 △8,235,939 △8,377,676

建物及び構築物（純額） 3,699,259 3,706,226

機械装置及び運搬具 7,731,907 7,975,682

減価償却累計額 △6,240,006 △6,306,561

機械装置及び運搬具（純額） 1,491,901 1,669,120

土地 4,163,602 4,247,391

リース資産 － 3,922

減価償却累計額 － △261

リース資産（純額） － 3,661

建設仮勘定 95,507 22,088

その他 2,036,160 2,092,120

減価償却累計額 △1,789,649 △1,829,611

その他（純額） 246,511 262,508

有形固定資産合計 9,696,781 9,910,997

無形固定資産 719,233 710,669

投資その他の資産 2,249,004 1,770,367

固定資産合計 12,665,019 12,392,034

資産合計 26,817,781 27,124,972
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,719,492 2,350,875

短期借入金 1,400,000 747,860

1年内返済予定の長期借入金 2,610,000 1,177,036

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

未払法人税等 145,632 235,906

製品保証引当金 68,958 78,529

賞与引当金 413,431 456,484

役員賞与引当金 34,380 －

その他 945,422 1,024,768

流動負債合計 8,397,316 6,131,460

固定負債   

社債 240,000 210,000

長期借入金 1,292,500 2,919,305

退職給付引当金 783,069 781,557

その他 178,411 91,672

固定負債合計 2,493,981 4,002,535

負債合計 10,891,297 10,133,996

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,932,627 8,932,627

資本剰余金 462,236 462,236

利益剰余金 6,324,093 7,667,263

自己株式 △8,241 △8,283

株主資本合計 15,710,715 17,053,843

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 497,574 211,426

為替換算調整勘定 △281,807 △445,350

その他の包括利益累計額合計 215,767 △233,924

少数株主持分 － 171,057

純資産合計 15,926,483 16,990,976

負債純資産合計 26,817,781 27,124,972
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,813,534 10,715,359

売上原価 5,167,526 6,954,854

売上総利益 2,646,007 3,760,504

販売費及び一般管理費 1,881,838 2,177,700

営業利益 764,169 1,582,803

営業外収益   

受取利息 12,675 17,649

受取配当金 13,764 16,717

持分法による投資利益 30,452 10,231

雑収入 54,326 44,491

営業外収益合計 111,218 89,089

営業外費用   

支払利息 68,567 41,734

為替差損 215,233 50,662

支払手数料 19,137 53,812

雑損失 852 1,998

営業外費用合計 303,791 148,208

経常利益 571,596 1,523,685

特別利益   

固定資産売却益 1,799 1,520

段階取得に係る差益 － 94,417

特別利益合計 1,799 95,937

特別損失   

固定資産除却損 16,118 7,005

関係会社株式売却損 559,018 －

特別損失合計 575,137 7,005

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（△）

△1,741 1,612,617

法人税等 34,385 136,969

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（△）

△36,126 1,475,648

少数株主利益 － 7,415

四半期純利益又は四半期純損失（△） △36,126 1,468,232
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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（△）

△36,126 1,475,648

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △193,168 △286,148

為替換算調整勘定 △199,884 △183,576

持分法適用会社に対する持分相当額 440,140 20,032

その他の包括利益合計 47,087 △449,692

四半期包括利益 10,961 1,025,955

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 10,961 1,036,800

少数株主に係る四半期包括利益 － △10,844
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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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