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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次

第21期

第１四半期

連結累計期間

第22期

第１四半期

連結累計期間

第21期

会計期間
自　平成23年４月１日

至　平成23年６月30日

自　平成24年４月１日

至　平成24年６月30日

自　平成23年４月１日

至　平成24年３月31日

売上高 （千円） 5,943,013 5,940,555 21,397,495

経常利益 （千円） 1,324,352 989,285 4,251,349

四半期(当期)純利益 （千円） 802,893 590,300 2,730,490

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 1,091,825 1,250,071 2,441,808

純資産額 （千円） 18,235,766 20,443,734 19,616,214

総資産額 （千円） 25,246,718 26,460,956 26,572,408

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

（円） 3,874.03 2,848.25 13,174.86

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

（円） 3,772.73 2,694.90 13,054.84

自己資本比率 （％） 72.0 76.9 73.5

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、財政状態及び経営成績の異常な変動等又は、前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。

(1)　業績の状況

当社グループが関係するLCD業界では、主用途であるテレビ需要が低迷しており、大型LCDパネルの需

給は緩和、価格は底ばいを続けております。しかし、中小型LCDパネルの需要は高精細のIT機器向けを中

心に依然好調です。また車載向けLCDパネルについては、自動車生産が国内海外ともに増加しており、か

つ、長期的傾向としてメーター類のLCD化が続いているため好調でした。また、フロントプロジェクター

の生産は、今春以降、教育向け及び中国をはじめとする新興国向けが増加傾向となっております。

　

このような状況の中で、売上高は59億40百万円（前年同四半期比0.0％減）、営業利益は13億13百万

円（前年同四半期比5.4％減）、経常利益は９億89百万円（前年同四半期比25.3％減）、四半期純利益

は５億90百万円（前年同四半期比26.5％減）となりました。

　
　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(光学部材事業)

売上高は34億２百万円（前年同四半期比4.7％減）となりました。

　

製品種類別では、車載用LCDパネル向けの高耐久染料系偏光フィルムの販売が増加しましたが、増

加を続けてきた温度追従型楕円偏光フィルムが伸び悩みました。

光学部材事業のセグメント利益（営業利益）は10億51百万円（前年同四半期比12.7％増）であり

ました。
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(精密加工事業)

売上高は25億38百万円（前年同四半期比6.9％増）となりました。

　

製品種類別では、無機偏光板ProFluxの販売が好調であり、有機系液晶プロジェクタ部材も堅調で

した。しかし、X線分析装置部材の販売は得意先の在庫調整により減少しております。

精密加工事業のセグメント利益（営業利益）は２億62百万円（前年同四半期比42.4％減）であり

ました。

　
(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億11百万円減少し、264億60

百万円となりました。主な要因は、法人税及び株主配当金の支払等による現金及び預金の減少８億12

百万円、原材料及び貯蔵品の減少２億53百万円、受取手形及び売掛金の増加３億70百万円、有価証券

の増加１億11百万円、商品及び製品の増加２億44百万円、設備投資に伴う有形固定資産の増加４億19

百万円であります。

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ９億38百万円減少し、60億17百万

円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少６億35百万円、未払法人税等の減少２億42

百万円、賞与引当金の増加１億52百万円であります。

当第１四半期連結会計期間末の少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ８億27

百万円増加し、204億43百万円となりました。主な要因は、四半期純利益５億90百万円、株主配当金の

支払による減少４億14百万円、為替換算調整勘定の増加６億52百万円であります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありま

せん。

　
(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は３億69百万円であります。

なお、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 900,000

計 900,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 207,250 207,250
大阪証券取引所
JASDAQ

（スタンダード）

単元株制度を採用し
ておりません。

計 207,250 207,250 － －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年６月30日 － 207,250 － 3,095,125 － 2,761,941
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成24年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

207,250
207,250

権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 207,250 － －

総株主の議決権 － 207,250 －

（注）上記の「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が１株含まれております。また、

「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成24年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

－ － － － － －

計 － － － － －

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19

年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１

日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【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 5,631,872 4,819,119

受取手形及び売掛金 ※1
 4,390,850 4,761,381

有価証券 494,230 605,330

商品及び製品 1,309,708 1,553,903

仕掛品 1,486,920 1,578,142

原材料及び貯蔵品 2,196,461 1,943,197

その他 1,156,001 882,941

貸倒引当金 △15,879 △16,249

流動資産合計 16,650,164 16,127,766

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,804,967 3,891,896

機械装置及び運搬具（純額） 2,640,629 2,647,737

その他（純額） 2,250,231 2,575,929

有形固定資産合計 8,695,828 9,115,563

無形固定資産

のれん 325,750 305,474

その他 625,234 644,744

無形固定資産合計 950,985 950,218

投資その他の資産

その他 339,075 269,236

貸倒引当金 △63,645 △1,829

投資その他の資産合計 275,430 267,407

固定資産合計 9,922,243 10,333,189

資産合計 26,572,408 26,460,956

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 2,689,478

※1
 2,053,535

1年内返済予定の長期借入金 440,000 477,500

未払法人税等 755,602 512,643

賞与引当金 236,621 389,596

役員賞与引当金 16,000 12,000

その他 ※1
 1,335,421

※1
 1,109,873

流動負債合計 5,473,123 4,555,149
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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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

固定負債

長期借入金 940,000 902,500

退職給付引当金 25,303 30,319

その他 517,767 529,252

固定負債合計 1,483,070 1,462,072

負債合計 6,956,193 6,017,221

純資産の部

株主資本

資本金 3,095,125 3,095,125

資本剰余金 2,761,941 2,761,941

利益剰余金 15,415,034 15,590,835

株主資本合計 21,272,101 21,447,902

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △1,750,177 △1,097,860

その他の包括利益累計額合計 △1,750,177 △1,097,860

少数株主持分 94,290 93,693

純資産合計 19,616,214 20,443,734

負債純資産合計 26,572,408 26,460,956
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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：千円)

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 5,943,013 5,940,555

売上原価 3,464,960 3,430,107

売上総利益 2,478,052 2,510,448

販売費及び一般管理費 1,089,999 1,196,753

営業利益 1,388,052 1,313,695

営業外収益

受取利息 831 894

原子力立地給付金 7,650 8,100

その他 6,207 8,555

営業外収益合計 14,688 17,550

営業外費用

支払利息 4,167 3,335

為替差損 73,824 334,226

その他 397 4,397

営業外費用合計 78,388 341,959

経常利益 1,324,352 989,285

特別利益

持分変動利益 1,023 －

特別利益合計 1,023 －

特別損失

固定資産除却損 155 1,038

持分変動損失 － 4,083

特別損失合計 155 5,122

税金等調整前四半期純利益 1,325,220 984,163

法人税、住民税及び事業税 623,433 426,668

法人税等調整額 △105,011 △35,484

法人税等合計 518,422 391,184

少数株主損益調整前四半期純利益 806,797 592,978

少数株主利益 3,904 2,678

四半期純利益 802,893 590,300
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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：千円)

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 806,797 592,978

その他の包括利益

為替換算調整勘定 285,027 657,092

その他の包括利益合計 285,027 657,092

四半期包括利益 1,091,825 1,250,071

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,087,175 1,242,618

少数株主に係る四半期包括利益 4,649 7,453

EDINET提出書類

株式会社ポラテクノ(E02107)

四半期報告書

11/18



【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

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)

(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

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

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益はそれぞれ533千円増加しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日は金融機関が休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期

手形が当第１四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
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)

受取手形 6,414千円 －

支払手形 61,743千円 82,492千円

設備関係支払手形 14,537千円 2,147千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれ

んの償却額は、次のとおりであります。

　

　
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)

減価償却費 240,360千円 405,664千円

のれんの償却額 40,348千円 40,228千円

負ののれんの償却額 △81千円 △80千円
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(株主資本等関係)

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）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日
定時株主総会

普通株式 310,8751,500平成23年３月31日 平成23年６月27日 利益剰余金

　

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３  株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

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）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日
定時株主総会

普通株式 414,5002,000平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

　

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３  株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【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）

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）

　
報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額光学部材事業 精密加工事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,568,4952,374,5175,943,013 － 5,943,013

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

600,301 － 600,301△600,301 －

計 4,168,7962,374,5176,543,314△600,3015,943,013

セグメント利益 932,859 455,1931,388,052 － 1,388,052

(注)　セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２  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。

　

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）

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）

　
報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額光学部材事業 精密加工事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,402,5162,538,0395,940,555 － 5,940,555

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,051,938 － 1,051,938△1,051,938 －

計 4,454,4542,538,0396,992,493△1,051,9385,940,555

セグメント利益 1,051,376262,3181,313,695 － 1,313,695

(注)　セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２  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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算

定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
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)

(1) １株当たり四半期純利益金額 3,874.03円 2,848.25円

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 802,893 590,300

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 802,893 590,300

普通株式の期中平均株式数(株) 207,250 207,250

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 3,772.73円 2,694.90円

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益調整額(千円) △20,993 △31,781

(うち米国連結子会社の発行する潜在株式に係
る権利行使を仮定した場合の四半期純利益の減
少額)

(△20,993) (△31,781)

普通株式増加数(株) － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在
株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要

－ －

　

(追加情報)

当社は、平成24年６月22日開催の取締役会において、平成24年10月１日を効力発生日とする株式の分割およ

び単元株制度の採用について決議しております。当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。

　
１．株式分割の目的

　平成19年11月に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に従い、また、あ

わせて当社株式の流動性を一層高めるため、１株を200株に分割するとともに100株を単元株式数とする単

元株制度を採用する。

　
２．株式分割の内容

(1) 分割の方法

　平成24年9月30日（日）（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成24年9月28日（金））を基

準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、１株につき200株の

割合をもって分割する。
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(2) 分割により増加する株式数

分割する株式の種類　　　　　　　　　　　 普通株式

株式分割前の発行済株式総数　　　　　　　207,250株

今回の分割により増加する株式数　　　 41,242,750株

株式分割後の発行済株式総数　　　　　 41,450,000株

株式分割後の発行可能株式総数　　　　180,000,000株

　
　前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。

項目
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)

１株当たり四半期純利益金額 19円37銭 14円24銭

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額

18円86銭 13円47銭

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ポラテクノ(E02107)

四半期報告書

16/18



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年８月10日

株式会社ポラテクノ

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　野　　本　　直　　樹　　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　大　　島　　伸　　一　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社ポラテクノの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24
年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ポラテクノ及び連結子会社の平成24
年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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