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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12期

第３四半期
連結累計期間

第13期
第３四半期
連結累計期間

第12期

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成25年６月30日

自 平成25年10月１日
至 平成26年６月30日

自 平成24年10月１日
至 平成25年９月30日

売上高 (千円) 12,237,535 14,965,591 18,054,975

経常利益 (千円) 528,156 3,351,991 1,762,322

四半期(当期)純利益 (千円) 587,434 2,094,085 1,850,441

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,344,368 2,339,355 2,964,062

純資産額 (千円) 9,102,084 12,565,227 10,451,779

総資産額 (千円) 17,357,777 20,553,747 19,045,347

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 51.81 185.52 163.22

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 46.4 54.9 49.0
 

 

回次
第12期

第３四半期
連結会計期間

第13期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 79.57 80.16
 

(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。

３．当社は、平成25年５月13日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日を効力発生日として、普通株式

１株を100株に分割し、１単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これに伴い、前連結

会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しておりま

す。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第３四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）が営む事業の内容につ

いて、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３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する

事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生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」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

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が判断したもので

あります。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州経済がようやく底打ちするとともに、米国経済

が底堅く推移し、全体として緩やかな回復傾向が続きました。わが国経済においても、４月の消費税引

き上げによる駆け込み需要の反動はあったものの持ち直しの動きも見られるなど、景気は緩やかな回復

基調で推移しました。しかしながら、中国や新興国経済の減速懸念やウクライナ情勢の緊迫化による地

政学的リスク等、景気の先行きはいまだ不透明な状況にあります。

当社グループが属するフラットパネルディスプレイ業界におきましては、大型パネル市場では世界の

テレビ販売が回復の兆しを見せており、32インチ等の主力サイズの一部でパネル価格が上昇しました。

開発面ではフルハイビジョンの４倍の画素数を持つ「４Ｋテレビ」や、画面が湾曲した「曲面テレビ」

の開発競争が加速するとともに、サイズの大型化も進んでおります。スマートフォンやタブレット端末

などの中小型パネル市場では大手ブランドによるハイエンド機種の成長が一部鈍化する一方、中国メー

カー等による低価格の高スペック機種が成長しました。なお、パネルメーカーは中国メーカーを中心に

高い稼働率を続けております。

そのような状況の中、当社グループにおいては、大型パネルおよび中小型パネルともに開発が活発

だったことや、中国の液晶パネル製造ラインの新規立ち上がりの影響により、第８世代以下のフォトマ

スク需要は好調を維持しました。また、第10世代用のフォトマスク需要は、想定内の推移となりまし

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149億65百万円（前年同期比22.3％増）

となりました。利益につきましては、営業利益33億47百万円（前年同期比297.8％増）、経常利益33億

51百万円（前年同期比534.7％増）、四半期純利益20億94百万円（前年同期比256.5％増）となりまし

た。
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(2) 財政状態の分析

当第３四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15億８百万円増加し

205億53百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少や有形固定資産の減価償却が進

んだ一方で、現金及び預金が増加した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６億５百万円減少し79億88百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金の減少や長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）の返済を進めた一方

で、未払法人税等が増加したこと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21億13百万円増加し125億65百万円となりました。これは

主に、利益剰余金の増加によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は２億８百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。

　

(5) 生産、受注及び販売の実績

当社グループは、個別注文に応じた受注、生産及び販売を行っており、いずれの実績につきましても

比較的変動いたします。

因みに、当第３四半期連結累計期間における大型総合フォトマスク事業の生産、受注及び販売実績

は、次のとおりです。

　

①生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比（％）

　大型総合フォトマスク事業 9,875,420 99.6

合計 9,875,420 99.6
 

　　　(注）１　金額は、製造原価によっております。

　　　２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

②受注実績

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

　大型総合フォトマスク事業 15,318,479 124.1 1,490,339 301.2

合計 15,318,479 124.1 1,490,339 301.2
 

　　　(注)　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

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比（％）

　大型総合フォトマスク事業 14,965,591 122.3

合計 14,965,591 122.3
 

　　　(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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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 32,760,000

計 32,760,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年８月13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 11,368,400 11,368,400
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数100株

計 11,368,400 11,368,400 ― ―
 

 

(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26年６月30日 ― 11,368,400 ― 4,109,722 ― 4,335,413
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26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)
(自己保有株式)
普通株式 161,100

 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 11,206,600
 

112,066 ―

単元未満株式 普通株式 700
 

― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  11,368,400
 

― ―

総株主の議決権 ― 112,066 ―
 

　

② 【自己株式等】

  平成26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(％)

(自己保有株式)
株式会社エスケーエレク
トロニクス

京都市上京区東堀川通リ
一条上ル竪富田町436番地
の２

161,100 ─ 161,100 1.41

計 ― 161,100 ─ 161,100 1.41
 

　

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３四半期連結会計期間(平成26年４月１

日から平成26年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年10月１日から平成26年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ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25年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,370,822 7,732,555

受取手形及び売掛金 5,140,394 3,912,216

商品及び製品 82,668 8,241

仕掛品 247,333 346,030

原材料及び貯蔵品 1,531,261 1,386,271

その他 343,436 259,073

貸倒引当金 △12,747 △10,622

流動資産合計 11,703,168 13,633,766

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,604,102 3,396,755

機械装置及び運搬具（純額） 1,418,628 1,232,603

土地 1,607,750 1,607,750

その他（純額） 92,169 164,358

有形固定資産合計 6,722,651 6,401,467

無形固定資産

のれん 33,828 25,847

ソフトウエア 164,314 134,371

無形固定資産合計 198,142 160,219

投資その他の資産

その他 421,484 358,494

貸倒引当金 △100 △200

投資その他の資産合計 421,384 358,294

固定資産合計 7,342,178 6,919,981

資産合計 19,045,347 20,553,747

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,160,827 4,092,057

短期借入金
※1, ※2 210,000 －

1年内返済予定の長期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 107,700 1,009,822

その他 1,059,865 1,218,597

流動負債合計 7,138,393 6,920,477

固定負債

長期借入金 1,400,000 950,000

その他 55,175 118,041

固定負債合計 1,455,175 1,068,041

負債合計 8,593,568 7,988,519
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年６月30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 1,067,173 3,047,887

自己株式 △48,338 △148,328

株主資本合計 9,463,971 11,344,694

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 68,616 58,408

為替換算調整勘定 △207,207 △121,880

その他の包括利益累計額合計 △138,590 △63,472

少数株主持分 1,126,397 1,284,005

純資産合計 10,451,779 12,565,227

負債純資産合計 19,045,347 20,553,747
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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24年10月１日
　至 平成25年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 12,237,535 14,965,591

売上原価 9,928,326 9,955,588

売上総利益 2,309,209 5,010,002

販売費及び一般管理費 1,467,617 1,662,242

営業利益 841,591 3,347,760

営業外収益

受取利息 4,977 3,977

不動産賃貸料 21,976 22,115

その他 31,007 27,169

営業外収益合計 57,962 53,262

営業外費用

支払利息 36,883 15,721

為替差損 298,048 8,004

支払手数料 26,687 17,240

その他 9,778 8,065

営業外費用合計 371,397 49,031

経常利益 528,156 3,351,991

特別利益

補助金収入 100,000 100,000

特別利益合計 100,000 100,000

特別損失

有形固定資産除却損 5,290 25,020

特別損失合計 5,290 25,020

税金等調整前四半期純利益 622,865 3,426,971

法人税、住民税及び事業税 82,549 1,111,768

法人税等調整額 － 72,538

法人税等合計 82,549 1,184,306

少数株主損益調整前四半期純利益 540,316 2,242,664

少数株主利益又は少数株主損失（△） △47,118 148,579

四半期純利益 587,434 2,094,085
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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24年10月１日
　至 平成25年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 540,316 2,242,664

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 35,136 △10,208

為替換算調整勘定 768,915 106,898

その他の包括利益合計 804,052 96,690

四半期包括利益 1,344,368 2,339,355

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,218,357 2,169,203

少数株主に係る四半期包括利益 126,011 170,152
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※1　コミットメントライン契約

当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関５社とシンジケーション方

式のコミットメントライン契約を締結しております。

当該契約に基づく当第３四半期連結会計期間末における未実行残高等は次のとおりであります。

　
 前連結会計年度

(平成25年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

コミットメントラインの総額 3,600,000千円 3,600,000千円

借入実行残高 ―千円 ―千円

差引額 3,600,000千円 3,600,000千円
 
 

 
※2　財務制限条項

当社グループの短期借入金のうち、平成25年３月26日締結のシンジケーション方式のコミットメン

トライン契約(当第３四半期連結会計期間末においては未実行)には、以下の財務制限条項が付されて

おります。

（1）各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額

から為替換算調整勘定及び少数株主持分を控除した金額を平成24年９月決算期末日における

連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び少数株主持分を控除

した金額の75％以上に維持すること。

（2）各年度の決算期及び第２四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額

を平成24年９月決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75％以上

に維持すること。

（3）各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益並びに連結キャッシュ・フ

ロー計算書に示される減価償却費及びのれん償却費の金額に関して、平成25年９月期以降の

決算期につき２期連続して償却前経常損失を計上しないこと。ここでいう「償却前経常損失

を計上」とは、当該連結の損益計算書上の経常損益の金額に連結キャッシュ・フロー計算書

上の減価償却費の欄の金額及びのれん償却費の欄の金額を加えた金額がマイナスとなること

をいう。
　

（4）各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益並びに有形固定資産等明細表

の「当期償却額」欄に示される減価償却費及びのれん償却費の金額に関して、平成25年９月

期以降の決算期につき２期連続して償却前経常損失を計上しないこと。ここでいう「償却前

経常損失を計上」とは、当該単体の損益計算書上の経常損益の金額に有形固定資産等明細表

の「当期償却額」欄に示される減価償却費及びのれん償却費の金額を加えた金額がマイナス

となることをいう。

 

EDINET提出書類

株式会社エスケーエレクトロニクス(E02346)

四半期報告書

12/16



　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四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３四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３四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成25年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 1,744,900千円 690,307千円

のれんの償却額 7,980千円 7,980千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年10月１日 至 平成25年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年10月１日 至 平成26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25年12月20日
定時株主総会

普通株式 113,372 10 平成25年９月30日 平成25年12月24日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自　平成24年10月１日　至　平成25年６月30日)

当社グループの事業は、フォトマスクの設計・製造・販売の単一セグメントであるため、記載を省

略しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成25年10月１日　至　平成26年６月30日)

当社グループの事業は、フォトマスクの設計・製造・販売の単一セグメントであるため、記載を省

略しております。

 

(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は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成25年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 51円81銭 185円52銭

 (算定上の基礎)   

　四半期純利益金額(千円) 587,434 2,094,085

 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) 587,434 2,094,085

 普通株式の期中平均株式数(株) 11,337,200 11,287,643
 

(注) １．当社は、平成25年５月13日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日を効力発生日として、普通株式

１株を100株に分割し、１単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これに伴い、前連結

会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(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。
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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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有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士   西　　尾　　方　　宏　　印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士   中　　島　　久　　木　　印

独立監査人の四半期レビュー報告書

 
平成26年８月13日

株式会社エスケーエレクトロニクス

取締役会  御中

 

 

 

 

 
 

 
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

式会社エスケーエレクトロニクスの平成25年10月１日から平成26年９月30日までの連結会計年度の第３四半
期連結会計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年10
月１日から平成26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、株式会社エスケーエレクトロニクス及び連
結子会社の平成26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３四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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