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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 10,813 24.4 655 ― 901 ― 591 ―
25年3月期第2四半期 8,690 △17.9 34 △92.6 △187 ― △317 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,167百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △692百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 12.87 ―
25年3月期第2四半期 △6.91 ―

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

26年3月期第2四半期 29,370 20,196 66.4 424.51
25年3月期 27,363 19,170 67.6 402.53
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  19,494百万円 25年3月期  18,487百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  ：  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

通期 21,500 19.6 1,000 613.8 1,200 67.7 700 167.3 15.24



(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  ：  有  

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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、その
達成を当社として約するする趣旨のものではありません。また、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。なお、連結業績予想に関する
事項は、【添付資料】3ページ「1．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年3月期2Q 54,818,180 株 25年3月期 54,818,180 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 8,896,434 株 25年3月期 8,889,236 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 45,925,430 株 25年3月期2Q 45,943,523 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国では財政問題により景気下振れ懸念が高まりつつも、景気

の回復傾向が継続しています。一方、欧州では依然として景気が低調に推移し、中国などのアジア新興国において

も経済成長が鈍化するなど不透明感はぬぐえない状況が続きました。 

我が国経済では、政府による積極的な財政金融政策による株価の上昇、為替の円高の是正などを背景に、輸出企

業を中心として企業業績は改善傾向を示すなど、緩やかながら景気回復の兆しが見え始めてきております。 

このような状況の中、当社グループでは収益力の向上を図るため、継続的な製品開発やコスト削減を推進し、国

内・海外拠点における販売活動を強化してまいりました。 

主力事業である情報画像関連機器事業においては、市場環境の改善傾向に加えて販売活動の強化を継続的に行っ

たことにより、好調に販売が推移いたしました。 

また、前年度後半から注目を集めている３Ｄプリンタでは、米スリーディ・システムズ社製３Ｄプリンタのパー

ソナルタイプからプロフェッショナルタイプまでの製品群を取り揃え、幅広い顧客のニーズに対応できる体制を整

えるとともに、全国主要都市において継続的に「３Ｄプリンタセミナー」を開催するなど積極的な販売促進活動を

行うことにより、好調に販売が推移いたしました。加えて、“ものづくり”の現場を支える３Ｄプリンタ トータ

ル・ソリューション事業として、企業向け「試作サンプル」や「完成予想モデル」などの出力サービスの提供を開

始いたしました。 

  

経営成績では、継続的な販売活動の強化、コスト削減などの施策に加え、米国の緩やかな景気回復傾向、為替環

境の円安転換など当社グループを取巻く環境の改善により、増収増益となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高108億13百万円（前年同期比24.4％増）となり、営業

利益は６億55百万円（前年同期に比べ６億20百万円の増加）となりました。経常損益では為替の円安を受けて外貨

建資産の評価で為替差益２億21百万円を計上したことにより、経常利益９億１百万円（前年同期は１億87百万円の

損失）となり、当四半期純利益は５億91百万円（前年同期は３億17百万円の損失）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における資産は293億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億７百万円の増

加となりました。 

流動資産は179億17百万円となり、17億32百万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加15

億83百万円、受取手形及び売掛金の増加43百万円、たな卸資産の増加59百万円等であります。 

固定資産は114億53百万円となり、２億74百万円の増加となりました。その主な要因は、株価の回復に伴う投資

有価証券の増加３億75百万円、減価償却費の計上による有形固定資産の減少37百万円等であります。 

    

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は91億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億81百万円の増加

となりました。 

流動負債は49億79百万円となり、６億57百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増

加６億98百万円、未払金の減少87百万円等であります。 

固定負債は41億94百万円となり、３億23百万円の増加となりました。その主な要因は、退職給付引当金の増加１

億98百万円等であります。 

   

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は201億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億26百万円の

増加となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加４億53百万円、為替換算調整勘定の増加３億41百万円、そ

の他有価証券評価差額金の増加２億15百万円等であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

不透明な世界経済情勢が依然として続いているものの、積極的な販売施策、為替の円安の影響もあり北米、欧

州、アジアの全域において業績は好調に推移いたしました。また、日本国内においては３Ｄプリンタの販売が当初

計画を上回る勢いを示すなど、当第２四半期連結累計期間の業績は当初計画を上回る結果となりました。 

通期連結業績予想につきましては、価格競争の激化や欧米地域の経済情勢等の不透明感はあるものの、積極的な

販路拡大による売上高の確保と継続的な経費削減等の推進による増収増益を見込み、平成25年11月７日に業績予想

の修正を行いました。 

   

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,407,538 8,991,123

受取手形及び売掛金 3,794,399 3,837,988

商品及び製品 2,219,813 2,372,519

仕掛品 187,899 172,229

原材料及び貯蔵品 1,495,238 1,417,473

繰延税金資産 307,590 382,350

その他 839,506 816,902

貸倒引当金 △67,215 △73,126

流動資産合計 16,184,770 17,917,460

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,133,842 3,068,489

機械装置及び運搬具（純額） 83,934 83,054

工具、器具及び備品（純額） 123,402 118,533

土地 5,067,339 5,079,576

リース資産（純額） 47,971 60,334

建設仮勘定 － 9,015

有形固定資産合計 8,456,490 8,419,004

無形固定資産   

その他 187,860 189,969

無形固定資産合計 187,860 189,969

投資その他の資産   

投資有価証券 1,957,062 2,332,523

差入保証金 69,857 65,799

繰延税金資産 500,285 431,143

その他 24,173 32,495

貸倒引当金 △17,206 △17,582

投資その他の資産合計 2,534,171 2,844,379

固定資産合計 11,178,522 11,453,353

資産合計 27,363,292 29,370,814



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,362,107 3,060,295

未払金 382,081 294,259

未払法人税等 425,704 370,857

賞与引当金 79,716 136,289

製品保証引当金 229,620 243,180

その他 842,826 874,839

流動負債合計 4,322,057 4,979,723

固定負債   

繰延税金負債 85,742 148,246

退職給付引当金 3,475,830 3,674,439

役員退職慰労引当金 41,658 38,060

その他 267,411 333,599

固定負債合計 3,870,643 4,194,346

負債合計 8,192,700 9,174,070

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,199,013 10,199,013

資本剰余金 4,181,859 4,181,901

利益剰余金 8,422,674 8,876,084

自己株式 △2,323,482 △2,326,712

株主資本合計 20,480,064 20,930,287

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 110,350 325,506

為替換算調整勘定 △2,102,735 △1,761,520

その他の包括利益累計額合計 △1,992,385 △1,436,013

少数株主持分 682,913 702,470

純資産合計 19,170,592 20,196,744

負債純資産合計 27,363,292 29,370,814



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 8,690,572 10,813,901

売上原価 5,932,174 7,012,713

売上総利益 2,758,397 3,801,187

販売費及び一般管理費 2,723,964 3,145,802

営業利益 34,433 655,385

営業外収益   

受取利息 3,192 6,919

受取配当金 7,411 6,866

投資有価証券売却益 9,131 －

為替差益 － 221,442

持分法による投資利益 50,252 8,066

その他 12,756 7,843

営業外収益合計 82,745 251,138

営業外費用   

支払利息 3,001 2,402

為替差損 299,787 －

売上割引 2,066 2,393

その他 283 229

営業外費用合計 305,138 5,026

経常利益又は経常損失（△） △187,959 901,496

特別利益   

固定資産売却益 646 84

投資有価証券売却益 3,110 22,025

株式交換差益 － 14,705

受取保険金 － 5,650

補助金収入 51,699 －

特別利益合計 55,456 42,465

特別損失   

固定資産売却損 238 －

固定資産廃棄損 889 386

投資有価証券売却損 285 78

投資有価証券評価損 3,167 －

たな卸資産評価損 － 32,275

特別損失合計 4,581 32,740

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（△）

△137,084 911,222

法人税、住民税及び事業税 49,226 351,382

法人税等調整額 105,008 △40,114

法人税等合計 154,235 311,268

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（△）

△291,319 599,954

少数株主利益 26,061 8,757

四半期純利益又は四半期純損失（△） △317,380 591,196



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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（△）

△291,319 599,954

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △98,585 196,015

為替換算調整勘定 △294,362 336,694

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,740 34,461

その他の包括利益合計 △400,687 567,171

四半期包括利益 △692,007 1,167,125

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △711,830 1,147,568

少数株主に係る四半期包括利益 19,822 19,557



該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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