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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年3月21日～平成23年9月20日） 
（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 99,197 11.1 46,285 11.3 46,989 8.1 28,687 5.4
23年 3月期第2四半期 89,269 52.6 41,590 104.5 43,458 91.8 27,228 81.2

 

 
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 520.11 － 
23年 3月期第2四半期 493.64 － 

 
（２）連結財政状態 

 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 3月期第2四半期 652,645 618,187 94.7 11,207.88
23年 3月期 631,064 592,554 93.9 10,743.00

(参考)自己資本 24年3月期第2四半期       618,187百万円 23年3月期     592,554百万円 

 
２．配当の状況 

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 － 30.00 － 30.00 60.00
24年 3月期 － 30.00  

24年 3月期(予想)  － 30.00 60.00

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年3月21日～平成24年3月20日） 
弊社の業績は、顧客の設備投資や研究開発投資の動向により変動するものであり、欧州の財政問題や米国経済の先行きなど不確実性が高まる

なか、開示に値する信頼性の高い数値の算定は困難なため、業績予想数値の開示を見送らせていただきます。 
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４．その他  （詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原

則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年3月期2Ｑ 55,274,474株 23年3月期 55,274,474株

② 期末自己株式数 24年3月期2Ｑ 118,001株 23年3月期 117,228株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年3月期2Ｑ 55,156,725株 23年3月期2Ｑ 55,159,419株

 
 
（※ 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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、

四半期財務諸表に対するレビュー手続は終了しております。 

 
（※ 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の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。 
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当第2四半期連結累計期間の世界経済は、全体としては底堅く推移しましたが、欧州の財政問題や米

国経済の不透明感などもあり、成長率の鈍化が見られました。国内におきましては、東日本大震災から

の回復過程にありますが、電力不足の問題や為替動向など、不確実性が高まっております。 

こうしたなかで、当社グループといたしましては中長期的な成長を維持する観点からも、企画開発面

での充実、海外現地法人の設立など営業面での強化を図り、売上高は99,197百万円（前年同期比11.1％

増）、営業利益は46,285百万円（前年同期比11.3％増）、経常利益は46,989百万円（前年同期比8.1％

増）、四半期純利益は28,687百万円（前年同期比5.4％増）となりました。 

  

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21,581百万円増加し、652,645百万

円となりました。これは、現金及び預金が34,310百万円増加したことなどによるものであります。  

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4,051百万円減少し、34,458百万円と

なりました。これは、未払法人税等が4,412百万円減少したことなどによるものであります。  

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ25,632百万円増加し、618,187百万

円となりました。これは、四半期純利益の計上などにより利益剰余金が27,032百万円増加したことによ

るものであります。 

  

該当事項はありません。 

  

法人税等の算定に関しては、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の
実効税率を合理的に見積もり、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を
採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

1.第1四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月
31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年
3月31日）を適用しております。 

2.第1四半期連結会計期間より「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年3月10日）
及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年3月
10日）を適用しております。 

1. 当四半期の連結業績等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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円)

当第2四半期連結会計期間末
(平成23年9月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年3月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 67,928 33,618

受取手形及び売掛金 62,617 61,110

有価証券 281,730 295,080

たな卸資産 15,643 11,177

その他 6,091 6,833

貸倒引当金 △243 △227

流動資産合計 433,768 407,592

固定資産

有形固定資産 17,476 16,992

無形固定資産 731 661

投資その他の資産

投資有価証券 183,071 188,474

その他 17,598 17,344

投資その他の資産合計 200,669 205,818

固定資産合計 218,877 223,472

資産合計 652,645 631,064

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,272 3,748

未払法人税等 18,339 22,751

賞与引当金 4,049 3,947

その他 6,281 7,192

流動負債合計 33,943 37,639

固定負債 515 870

負債合計 34,458 38,510

純資産の部

株主資本

資本金 30,637 30,637

資本剰余金 30,531 30,531

利益剰余金 564,404 537,371

自己株式 △2,315 △2,299

株主資本合計 623,257 596,241

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 401 1,057

為替換算調整勘定 △5,471 △4,744

評価・換算差額等合計 △5,070 △3,686

純資産合計 618,187 592,554

負債純資産合計 652,645 631,064
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(2) 四半期連結損益計算書

【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第2四半期連結累計期間
(自 平成22年3月21日
至 平成22年9月20日)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成23年3月21日
至 平成23年9月20日)

売上高 89,269 99,197

売上原価 20,262 23,260

売上総利益 69,006 75,937

販売費及び一般管理費 27,416 29,652

営業利益 41,590 46,285

営業外収益

受取利息 894 690

持分法による投資利益 1,260 721

雑収入 309 79

営業外収益合計 2,463 1,491

営業外費用

為替差損 484 591

雑損失 110 195

営業外費用合計 595 786

経常利益 43,458 46,989

税金等調整前四半期純利益 43,458 46,989

法人税等 16,229 18,302

四半期純利益 27,228 28,687
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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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