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1.  平成24年9月期第1四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成23年12月31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9月期第1四半期 2,693 △50.2 △456 ― △465 ― △449 ―

23年9月期第1四半期 5,404 △16.7 778 9.0 756 10.8 609 △4.4

（注）包括利益 24年9月期第1四半期 △670百万円 （―％） 23年9月期第1四半期 820百万円 （―％）

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9月期第1四半期 △3,968.30 ―

23年9月期第1四半期 5,379.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年9月期第1四半期 19,296 9,570 44.8 76,188.71
23年9月期 21,180 10,641 44.3 82,813.95

（参考） 自己資本   24年9月期第1四半期  8,637百万円 23年9月期  9,388百万円

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9月期 ― 0.00 ― 1,300.00 1,300.00
24年9月期 ―

24年9月期（予想） 0.00 ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 7,200 △13.7 0 △100.0 0 △100.0 30 △91.7 264.62
通期 15,000 △3.9 100 △78.2 100 △79.9 70 △86.5 617.44



(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、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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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等については、添付資料2
ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（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   ：  無

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9月期1Q 113,684 株 23年9月期 113,684 株

② 期末自己株式数 24年9月期1Q 312 株 23年9月期 312 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 113,372 株 23年9月期1Q 113,372 株
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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、アジア新興国を中心に成長を維持しているものの、

欧州諸国の債務不安問題の深刻化や、米国失業率の高止まり等、景気の減速感が強まっております。 

わが国経済においては、東日本大震災の影響から持ち直しの動きが見られる一方で、歴史的な円高の

継続、タイにおける洪水被害による影響等、依然として景気の先行きは不透明な状況にあります。 

フラットパネルディスプレイ業界におきましては、スマートフォンやタブレット端末の販売好調によ

り、中小型パネル市場は前期に引き続き活況となっておりますが、テレビ用等の大型パネルにおきまし

ては、平成23年の薄型テレビの国内出荷台数が家電エコポイント制度の打ち切りと地上デジタル放送へ

の完全移行に合わせた駆け込み需要の反動減をうけて、前年同期比21.3％となるなど厳しい状況で推移

し、パネルメーカー及びテレビメーカーの収益は大変厳しい状況となりました。 

そのような状況の中、当第１四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、スマートフォ

ンやタブレット端末向けの中小型フォトマスクの需要は堅調に推移したものの売上全体に占める比率は

低く、日本、海外とも、テレビ向けを中心とした大型フォトマスク需要の低迷により厳しい状況となり

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26億93百万円（前年同四半期比50.2%

減）、営業損失４億56百万円（前年同四半期は営業利益７億78百万円）、経常損失４億65百万円（前年

同四半期は経常利益７億56百万円）、四半期純損失４億49百万円（前年同四半期は四半期純利益６億９

百万円）となり、前年同四半期と比べ減収減益となりました。 

  

当第１四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18億84百万円減少し

192億96百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少、たな卸資産の減少や機械装置

及び運搬具等の減価償却が進んだ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８億14百万円減少し97億25百万円となりました。これは主

に、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）の減少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10億70百万円減少し95億70百万円となりました。これは主

に、利益剰余金の減少や少数株主持分の減少によるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、平成23年11月９日に公表いたしました「平

成23年９月期決算短信」から変更はありません。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表

（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９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,551,303 2,425,124

受取手形及び売掛金 5,586,549 4,427,058

商品及び製品 5,612 10,885

仕掛品 152,714 60,497

原材料及び貯蔵品 1,600,599 1,364,853

その他 839,730 819,186

貸倒引当金 △9,557 △10,002

流動資産合計 10,726,953 9,097,602

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,148,715 4,069,288

機械装置及び運搬具（純額） 4,208,213 3,800,429

土地 1,607,750 1,607,750

その他（純額） 127,057 126,323

有形固定資産合計 10,091,738 9,603,792

無形固定資産

のれん － 41,497

その他 137,326 116,796

無形固定資産合計 137,326 158,294

投資その他の資産

その他 224,929 436,964

貸倒引当金 － △400

投資その他の資産合計 224,929 436,564

固定資産合計 10,453,994 10,198,650

資産合計 21,180,947 19,296,252

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,823,289 3,047,777

1年内返済予定の長期借入金 3,596,333 3,500,192

未払法人税等 25,058 7,000

役員賞与引当金 30,000 －

その他 666,283 647,635

流動負債合計 7,140,964 7,202,605

固定負債

長期借入金 3,237,500 2,375,000

その他 161,425 148,146

固定負債合計 3,398,925 2,523,146

負債合計 10,539,889 9,725,751
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年12月31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 1,671,535 1,074,257

自己株式 △48,338 △48,338

株主資本合計 10,068,333 9,471,055

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 53,235 71,153

為替換算調整勘定 △732,785 △904,542

その他の包括利益累計額合計 △679,549 △833,389

少数株主持分 1,252,273 932,835

純資産合計 10,641,057 9,570,501

負債純資産合計 21,180,947 19,296,252
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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22年10月１日
至 平成22年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 5,404,774 2,693,432

売上原価 4,070,560 2,603,288

売上総利益 1,334,214 90,144

販売費及び一般管理費 555,947 546,721

営業利益又は営業損失（△） 778,266 △456,576

営業外収益

受取利息 807 1,058

受取手数料 7,727 －

不動産賃貸料 7,311 7,381

償却債権取立益 － 8,890

その他 5,171 3,835

営業外収益合計 21,018 21,167

営業外費用

支払利息 24,349 16,482

その他 18,223 13,647

営業外費用合計 42,572 30,130

経常利益又は経常損失（△） 756,712 △465,540

特別利益

投資有価証券売却益 － 2,999

特別利益合計 － 2,999

特別損失

有形固定資産除却損 414 37

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,480 －

特別損失合計 1,895 37

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（△）

754,817 △462,577

法人税、住民税及び事業税 116,316 3,315

法人税等合計 116,316 3,315

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（△）

638,500 △465,893

少数株主利益又は少数株主損失（△） 28,570 △15,998

四半期純利益又は四半期純損失（△） 609,930 △449,894
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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22年10月１日
至 平成22年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
 至 平成23年12月31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（△）

638,500 △465,893

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 24,809 17,917

為替換算調整勘定 156,709 △222,559

その他の包括利益合計 181,519 △204,641

四半期包括利益 820,020 △670,534

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 725,621 △603,733

少数株主に係る四半期包括利益 94,398 △66,800
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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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