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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 11,748 3.5 2,674 47.6 2,487 70.4 1,548 67.0
23年3月期第2四半期 11,352 37.6 1,811 ― 1,459 ― 927 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,833百万円 （186.4％） 23年3月期第2四半期 640百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 7,473.72 7,368.40
23年3月期第2四半期 4,475.51 4,451.47

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 26,073 18,999 72.6
23年3月期 24,888 17,470 69.9

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  18,918百万円 23年3月期  17,402百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 1,500.00 1,500.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 1,500.00 1,500.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 22,500 0.3 3,800 13.3 3,600 6.2 2,200 3.7 10,615.19



(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.平成23年7月29日に公表しました平成24年3月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご
参照ください。 
2.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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決
算短信（添付資料）3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。 

4.  その他

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   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 207,250 株 23年3月期 207,250 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 207,250 株 23年3月期2Q 207,250 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 

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の増加が減速したため大型LCDパネルの

需給は緩和、価格は下落しております。しかし、中小型LCDパネルの需要は高精細のIT機器向けを中心に好

調であります。また車載向けLCDパネルは、国内の自動車生産は震災の影響を受けたものの回復しつつあ

り、また、海外において国内を補うような増産の動きが見られ、あわせて、長期的傾向として一台当たり

のLCD搭載面積が増加していることにより、堅調に推移しました。フロントプロジェクターの生産は、3LCD

方式においては春から夏にかけて復調し、春先の低調を取り戻しました。 

 

当第２四半期連結累計期間の当社グループの事業の状況は、光学部材事業におきましては、車載用LCDパ

ネル向けの温度追従型楕円偏光フィルム(TEP)の販売を中心に好調に推移しました。精密加工事業におきま

しては、有機系液晶プロジェクタ部材は単価が低下、数量も減少しました。一方、有機系液晶プロジェク

タ部材からの置き換わりを中心に、無機偏光板ProFluxの販売は好調に推移しました。また、X線分析装置

部材の販売も大手得意先の需要が増加し好調に推移しました。 

製造原価及び費用面では、採算性の高い製品が増加したこと、内製化が進展したことなどにより、コス

トダウンが推進され、収益性の改善が進んでおります。 

 

この結果、第２四半期連結累計期間における売上高は11,748百万円（前年同四半期比3.5％増）、営業利

益は2,674百万円（前年同四半期比47.6％増）、経常利益は2,487百万円（前年同四半期比70.4％増）、四

半期純利益は1,548百万円（前年同四半期比67.0％増）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四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11億84百万円増加し、260億73百万円

となりました。主な増加要因は、設備投資に伴う有形固定資産の増加14億27百万円、商品及び製品の増加

１億83百万円、仕掛品の増加１億76百万円、原材料及び貯蔵品の増加２億76百万円であり、主な減少要因

は、現金及び預金の減少１億67百万円、受取手形及び売掛金の減少５億５百万円、有価証券の減少３億４

百万円であります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ３億44百万円減少し、70億73百万円と

なりました。主な増加要因は、未払法人税等の増加１億78百万円、賞与引当金の増加１億６百万円であ

り、主な減少要因は、支払手形及び買掛金の減少７億51百万円であります。 

当第２四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15億28百万円

増加し、189億99百万円となりました。主な要因は、四半期純利益15億48百万円、株主配当金の支払による

減少３億10百万円、為替換算調整勘定の増加２億77百万円であります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、62億86百万円

（前年同四半期は55億１百万円）となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ

ーの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、14億41百万円（前年同四半期は資

金の増加12億57百万円）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益24億94百万円、減価償

却費４億89百万円、為替差損１億81百万円、売上債権の減少４億95百万円、たな卸資産の増加６億22百

万円、仕入債務の減少７億43百万円、法人税等の支払額９億１百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、14億54百万円（前年同四半期は資

金の減少７億62百万円）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出14億51百万円であ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、４億74百万円（前年同四半期は資

金の減少１億60百万円）となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出１億61百万円、配当

金の支払額２億96百万円であります。 
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(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

直近の業績の動向を踏まえ、平成23年７月29日に公表いたしました平成24年３月期の業績予想を修正い

たしました。当第３四半期以降は世界的な金融不安の影響を受け、業績の停滞を見込んでおります。 

当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(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 

(会計方針の変更) 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平

成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

４号 平成22年６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するスト

ック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプ

ションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しておりま

す。 

なお、これによる潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額への影響はありません。 
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,104,303 5,936,649

受取手形及び売掛金 5,659,803 5,154,453

有価証券 654,198 350,158

商品及び製品 1,341,380 1,524,574

仕掛品 1,551,040 1,727,688

原材料及び貯蔵品 1,504,592 1,780,786

その他 860,815 1,083,080

貸倒引当金 △15,814 △10,467

流動資産合計 17,660,320 17,546,923

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,274,092 2,238,193

機械装置及び運搬具（純額） 1,878,534 1,747,793

その他（純額） 1,576,785 3,170,751

有形固定資産合計 5,729,412 7,156,738

無形固定資産   

のれん 492,538 413,986

その他 685,819 658,273

無形固定資産合計 1,178,358 1,072,260

投資その他の資産   

その他 384,548 360,757

貸倒引当金 △63,645 △63,645

投資その他の資産合計 320,903 297,112

固定資産合計 7,228,675 8,526,111

資産合計 24,888,995 26,073,035

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,597,575 2,845,987

短期借入金 36,900 －

1年内返済予定の長期借入金 371,000 430,000

未払法人税等 657,939 836,427

賞与引当金 297,938 404,269

役員賞与引当金 53,900 8,000

その他 878,913 1,238,532

流動負債合計 5,894,166 5,763,216
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 1,080,000 860,000

退職給付引当金 6,830 17,703

その他 437,005 432,887

固定負債合計 1,523,836 1,310,591

負債合計 7,418,002 7,073,808

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 12,995,419 14,233,472

株主資本合計 18,852,485 20,090,539

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △1,449,625 △1,171,889

その他の包括利益累計額合計 △1,449,625 △1,171,889

少数株主持分 68,133 80,578

純資産合計 17,470,993 18,999,227

負債純資産合計 24,888,995 26,073,035
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 11,352,173 11,748,140

売上原価 7,415,285 6,764,089

売上総利益 3,936,887 4,984,051

販売費及び一般管理費 2,125,140 2,309,835

営業利益 1,811,746 2,674,215

営業外収益   

受取利息 2,103 1,821

原子力立地給付金 6,600 7,650

その他 12,641 12,531

営業外収益合計 21,345 22,002

営業外費用   

支払利息 7,899 8,066

為替差損 364,690 196,932

その他 974 4,080

営業外費用合計 373,564 209,079

経常利益 1,459,526 2,487,138

特別利益   

固定資産売却益 5 3,634

関係会社株式売却益 2,654 －

貸倒引当金戻入額 6,616 －

持分変動利益 12,320 10,009

特別利益合計 21,596 13,644

特別損失   

固定資産除却損 12,074 6,691

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,344 －

特別損失合計 16,418 6,691

税金等調整前四半期純利益 1,464,705 2,494,090

法人税、住民税及び事業税 332,432 1,081,575

法人税等調整額 201,978 △144,829

法人税等合計 534,410 936,746

少数株主損益調整前四半期純利益 930,294 1,557,344

少数株主利益 2,743 8,415

四半期純利益 927,550 1,548,928
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 930,294 1,557,344

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △289,847 276,601

その他の包括利益合計 △289,847 276,601

四半期包括利益 640,447 1,833,945

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 640,269 1,826,664

少数株主に係る四半期包括利益 177 7,281
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,464,705 2,494,090

減価償却費 566,891 489,824

のれん及び負ののれん償却額 87,557 78,836

賞与引当金の増減額（△は減少） 76,876 106,331

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,900 △45,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 565 10,873

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,671 △5,258

受取利息及び受取配当金 △2,103 △1,821

支払利息 7,899 8,066

為替差損益（△は益） 178,590 181,536

有形固定資産除却損 11,993 3,208

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,344 －

持分変動損益（△は益） △12,320 △10,009

売上債権の増減額（△は増加） △290,897 495,992

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,978 △622,329

仕入債務の増減額（△は減少） △938,889 △743,181

前払年金費用の増減額（△は増加） 22,035 22,824

その他 324,465 △113,288

小計 1,439,163 2,349,796

利息及び配当金の受取額 2,103 1,821

利息の支払額 △7,892 △7,996

法人税等の支払額 △183,674 △901,991

法人税等の還付額 7,642 356

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,257,341 1,441,986

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △762,050 △1,451,471

有形固定資産の売却による収入 110 1,850

無形固定資産の取得による支出 △450 △4,300

その他 △312 △437

投資活動によるキャッシュ・フロー △762,703 △1,454,358

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △37,380

長期借入金の返済による支出 － △161,000

配当金の支払額 △96,924 △296,627

少数株主への配当金の支払額 △67,959 △6,948

その他 4,602 27,618

財務活動によるキャッシュ・フロー △160,280 △474,337

現金及び現金同等物に係る換算差額 △148,873 15,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 185,484 △471,694

現金及び現金同等物の期首残高 5,315,890 6,758,501

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,501,374 6,286,807
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９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 
 

光学部材事業 精密加工事業 計 
調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

売上高 

  外部顧客への売上高 6,634,200 4,717,972 11,352,173 － 11,352,173

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

1,037,950 － 1,037,950 △1,037,950 －

計 7,672,150 4,717,972 12,390,123 △1,037,950 11,352,173

セグメント利益 924,827 886,919 1,811,746 － 1,811,746

(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。 

 

当第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） 

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 
 

光学部材事業 精密加工事業 計 
調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

売上高 

  外部顧客への売上高 6,913,979 4,834,161 11,748,140 － 11,748,140

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

1,164,319 － 1,164,319 △1,164,319 －

計 8,078,299 4,834,161 12,912,460 △1,164,319 11,748,140

セグメント利益 1,838,228 835,986 2,674,215 － 2,674,215

(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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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