
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
   

   

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無  

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30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 ％

26年３月期第１四半期 845 2.3 75 △13.7 101 18.6 72 △24.6
25年３月期第１四半期 826 12.0 87 ― 85 ― 96 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 117百万円( 274.9％) 25年３月期第１四半期 31百万円( ―％)

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１四半期 7 40 7 21
25年３月期第１四半期 9 46 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 5,427 4,094 74.7
25年３月期 5,280 3,975 74.5

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 4,053百万円 25年３月期 3,936百万円

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

25年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0 00 ― 5 00 5 00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 1,819 1.8 124 △40.9 117 △35.4 76 △55.9 7 54
通期 3,750 10.0 292 6.1 276 △8.0 196 27.2 19 33

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

a-okada
mipox新ロゴ（青）

a-okada
FASFロゴ

a-okada
JASDAQロゴ



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

    (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社 、除外 ― 社

期中における重要な子会社の異動に関する注記

（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

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

会計方針の変更に関する注記

（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) 26年３月期１Ｑ 10,696,320株 25年３月期 10,696,320株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 874,708株 25年３月期 884,708株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 9,816,612株 25年３月期１Ｑ 10,181,142株

※自己株式数は、信託口が所有する当社株式376,900株を含めて記載しております。

※ 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きの対象外ではありますが、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き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３ページ「連結業績予
想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間における事業環境は、政権交代による経済対策への期待から円安の進行や
株価の急騰など、景気回復の兆しが見られたものの、引き続く欧州の財政不安や新興国の景気減速など
により依然として先行き不透明な状況が続いております。 
  

当社グループでは、前期に引き続き経営基本方針である「業界をリードする製品事業の拡充」「受託
事業強化」「早い変化に対応できる経営基盤の整備」のもと、当社グループの強みであり基盤である研
磨・塗布技術に更なる磨きをかけ、顧客ニーズに合った製品開発、サービスの提供を目指す各種取り組
みを進めております。 
「業界をリードする製品事業の拡充」では、前期より引き続くハードディスク関連市場の低迷が続い

ておりますが、前期にリリースした光ファイバー関連市場向け新仕上げフィルム、ダイヤモンドフィル
ムの売上が堅調に推移しております。 
「受託事業強化」では、当社グループの強みである「塗る・切る・磨く」を活かした提案が着実に成

果として現れ、受託案件の売上が増加しております。 
この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は８億45百万円（前年同期比2.3%増）となりま

した。 
  
損益面においては、人件費の増加や広告宣伝費等の販売費及び一般管理費が増加した結果、営業利益

は75百万円（前年同期比13.7%減）となりました。 
経常利益は、米ドルに対する円安が進行し営業外収益において為替差益25百万円が発生した結果、経

常利益は１億１百万円（前年同期比18.6%増）となりました。 
四半期純利益は、72百万円（前年同期比24.6%減）となりました。なお、前期は旧昭島工場用地の一

部売却により、特別利益として固定資産売却益を39百万円計上しております。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

・製品事業 

  製品事業の売上高は、７億34百万円（前年同期比5.2%減）となりました。光ファイバー関連市場で
の研磨フィルム等の売上が増加しましたが、ハードディスク関連市場の低迷により液体研磨剤等の売
上が減少しました。 
  その結果、セグメント利益は91百万円（前年同期比31.5%減）となりました。 
  

・受託事業 

  受託事業の売上高は、１億10百万円（前年同期比116.0%増）となりました。受託案件の受注増加に
より売上が増加しました。 
  その結果、セグメント損失は15百万円となりました。 

  

  

  

(総資産) 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は54億27百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億47百万
円増加いたしました。主な内容は、現金及び預金の増加１億21百万円等であります。 

  

(負債) 

負債の部は13億33百万円となり、前連結会計年度末に比べて28百万円増加いたしました。主な内容
は、買掛金の増加27百万円、賞与引当金の増加36百万円、長期借入金の減少31百万円等であります。 
  

(純資産) 

純資産の部は40億94百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億18百万円増加いたしました。主な
内容は、四半期純利益72百万円、為替換算調整勘定の増加44百万円等であります。 
  
この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、74.7％となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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今後の業績予想については、平成25年５月13日付「平成25年３月期  決算短信〔日本基準〕(連結)」
にて公表しました業績予想に変更はございません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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４．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,341,964 1,463,915

受取手形及び売掛金 810,947 794,908

商品及び製品 229,522 265,836

仕掛品 380,382 389,054

原材料及び貯蔵品 123,167 129,262

繰延税金資産 22,000 20,767

その他 44,677 44,436

貸倒引当金 △2,276 △1,418

流動資産合計 2,950,387 3,106,761

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,565,808 4,565,149

機械装置及び運搬具 1,244,327 1,257,941

土地 515,267 515,267

その他 493,293 488,671

減価償却累計額 △4,573,579 △4,609,937

有形固定資産合計 2,245,116 2,217,092

無形固定資産 36,539 34,629

投資その他の資産   

繰延税金資産 112 109

その他 55,119 75,884

貸倒引当金 △6,644 △6,644

投資その他の資産合計 48,587 69,349

固定資産合計 2,330,244 2,321,071

資産合計 5,280,631 5,427,833
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 147,632 174,916

短期借入金 290,000 290,000

1年内返済予定の長期借入金 133,347 131,552

未払法人税等 35,213 25,214

賞与引当金 55,003 91,485

その他 145,531 155,424

流動負債合計 806,728 868,592

固定負債   

長期借入金 304,503 272,724

繰延税金負債 2,543 764

退職給付引当金 118,370 121,975

その他 72,754 69,486

固定負債合計 498,172 464,950

負債合計 1,304,900 1,333,542

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,998,700 1,998,700

資本剰余金 2,948,262 1,877,466

利益剰余金 △565,183 569,204

自己株式 △574,239 △564,899

株主資本合計 3,807,540 3,880,471

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 128,682 173,453

その他の包括利益累計額合計 128,682 173,453

新株予約権 39,508 40,365

純資産合計 3,975,730 4,094,290

負債純資産合計 5,280,631 5,427,833
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 826,097 845,284

売上原価 458,891 467,052

売上総利益 367,205 378,231

販売費及び一般管理費 279,949 302,901

営業利益 87,256 75,330

営業外収益   

受取利息 1,129 108

受取賃貸料 5,543 6,017

為替差益 － 25,902

その他 670 2,136

営業外収益合計 7,343 34,165

営業外費用   

支払利息 7,158 6,058

為替差損 182 －

その他 1,666 1,966

営業外費用合計 9,007 8,024

経常利益 85,591 101,470

特別利益   

固定資産売却益 39,460 －

特別利益合計 39,460 －

特別損失   

固定資産除却損 835 3,432

会員権売却損 850 －

特別損失合計 1,685 3,432

税金等調整前四半期純利益 123,366 98,038

法人税、住民税及び事業税 31,775 25,136

法人税等調整額 △4,754 295

法人税等合計 27,021 25,432

少数株主損益調整前四半期純利益 96,345 72,605

四半期純利益 96,345 72,605

少数株主損益調整前四半期純利益 96,345 72,605

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △65,037 44,771

その他の包括利益合計 △65,037 44,771

四半期包括利益 31,307 117,377

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 31,307 117,377

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。 

  

当社は、平成25年６月27日開催の第83期定時株主総会決議に基づき、同日付けで下記のとおり、剰余金

の処分を行っております。 

（剰余金の処分に関する事項） 

① 減少する剰余金の項目およびその額 

その他資本剰余金    1,064,065千円 

別途積立金          2,382,092千円 

② 増加する剰余金の項目およびその額 

繰越利益剰余金      3,446,158千円 

この結果、当第１四半期連結累計期間において、資本剰余金が1,064,065千円減少し、利益剰余金が同

額増加しております。 

  

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

    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 

 
(注) セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致 

しております。 

  

（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）

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント 四半期連結 
損益及び包括利
益計算書計上額製品事業 受託事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 774,743 51,353 826,097 826,097

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ―

計 774,743 51,353 826,097 826,097

セグメント利益又は損失(△) 133,049 △45,793 87,256 87,256
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６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 

 
(注) セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致 

しております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

前第１四半期連結累計期間において、「日本」、「マレーシア」及び「中国」に区分していた報告セグ

メントについては、「製品事業」とともに「受託事業」のコアとしての事業の位置づけを明確にし、事業

環境の変化に機動的且つ柔軟に対応していくことを目的として、当第１四半期連結会計期間より「製品事

業」及び「受託事業」に報告セグメントの区分を変更しております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成してお

り、前第１四半期連結累計期間の「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」

に記載しております。 

  

  

(単位：千円)

報告セグメント 四半期連結 
損益及び包括利
益計算書計上額製品事業 受託事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 734,375 110,909 845,284 845,284

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ―

計 734,375 110,909 845,284 845,284

セグメント利益又は損失(△) 91,147 △15,817 75,330 75,330
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