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1．平成25年3月期第2四半期の連結業績 (平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 36,486 △17.2 △5,080 ― △5,870 ― △6,320 ―

24年3月期第2四半期 44,087 △19.2 △4,181 ― △4,808 ― △19,603 ―

(注) 包括利益  25年3月期第2四半期 △6,808百万円(―％) 24年3月期第2四半期 △21,438百万円(―％)

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

25年3月期第2四半期 △147 27 ― ―

24年3月期第2四半期 △456 79 ― ―

(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 ％

25年3月期第2四半期 113,031 42,177 37.3

24年3月期 105,250 48,986 46.5

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 42,177百万円 24年3月期 48,986百万円

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

24年3月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

25年3月期 ― 0 00

25年3月期(予想) ― ― ― ― ―

3．平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(％表示は、対前期増減率)

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 85,000 6.0 △9,400 ― △10,200 ― △11,400 ― △265 64



  

 
(注)詳細は、添付資料5ページ「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会

計処理の適用」をご覧ください。 

 

(注)第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」に該当しています。詳細は、添付資料5ページ「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項(3)会計方

針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

 
  

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。 

  

  

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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありま

せん。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4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。 

当社は、平成24年11月9日(金)に機関投資家向け決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布

する資料については、開催にあわせて当社ホームページで掲載する予定です。 

※ 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 (             )

(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

 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 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

(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) 25年3月期2Ｑ 45,029,493株 24年3月期 45,029,493株

② 期末自己株式数 25年3月期2Ｑ 2,114,224株 24年3月期 2,113,731株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 25年3月期2Ｑ 42,915,518株 24年3月期2Ｑ 42,916,038株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第2四半期連結累計期間におけるグローバル経済情勢は、米国経済が力強さに欠ける緩やかな回復

にとどまり、欧州では緊縮財政や債務問題の長期化の影響で景気悪化が続いています。また、中国をは

じめ新興国においても景気減速が続く状況となりました。わが国経済については、内需に牽引されて緩

やかな景気の持ち直しが見られたものの、海外経済の減速や円高の影響で景況感は悪化し、先行き不透

明な状況が続いています。 

当社グループが主力としているパソコンやスマートフォンなどのコンシューマー・エレクトロニクス

の分野では、製品需要の急激な変動や製品・サービスの低価格化が進行しています。これらの要因が生

産効率の悪化と価格引き下げの圧力となって、売上高と利益の両面に重大な影響を与えており、業績の

回復には至りませんでした。また、 新鋭の姫路工場では8月上旬から新型静電容量タッチパネルの量

産体制に入り早期の立ち上げに取り組みましたが、十分な成果には及びませんでした。第3四半期から

は本格的な量産体制を確立する見込みです。 

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は364億86百万円(前年同四半期比17.2%

減)、利益面では営業損失は50億80百万円(前年同四半期は41億81百万円の営業損失)、経常損失は58億

70百万円(前年同四半期は48億8百万円の経常損失)、四半期純損失は63億20百万円(前年同四半期は196

億3百万円の四半期純損失)となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

産業資材 

産業資材は、プラスチック製品などの表面を加飾する技術を柱とし、一方で機能フィルムなどへも事

業領域を拡大していくセグメントです。プラスチックの成形と同時に転写を行うIMDは、グローバル市

場でノートパソコン、携帯電話、自動車(内装)、家電製品などに広く採用されています。 

当第2四半期連結累計期間においては、主力である個人用ノートパソコンの需要がやや持ち直したも

のの、携帯電話向けの需要が低迷しました。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は149億3百万円(前年同四半期比28.9%減)となりま

した。 

  

ディバイス 

ディバイスは、タッチ入力ディバイスFineTouchを中心とし、精密で機能性を追求したディバイスを

提供していくセグメントです。グローバル市場でスマートフォン、タブレット端末、携帯ゲーム機など

に採用されています。 

当第2四半期連結累計期間においては、携帯ゲーム機向けの需要は堅調でしたが、スマートフォン向

けなどの従来型静電容量タッチパネルが引き続き厳しい競争のもとにあり、低調に推移しました。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は129億68百万円(前年同四半期比10.5%減)となり

ました。 

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
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情報コミュニケーション 

情報コミュニケーションは、お客さま企業の広告宣伝、販売などによるコミュニケーション活動全般

をサポートするセールスプロモーションやWebソリューション、商業印刷、出版印刷のほか、文化財の

デジタルアーカイブ製作も手がけています。 

当第2四半期連結累計期間においては、主力の商業分野で国内景気の低迷による企業の広告費圧縮、

情報メディアの多様化による印刷物の減少などの影響があり、受注競争は厳しいものとなりました。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は85億73百万円(前年同四半期比0.6%増)となりま

した。 

  

当第2四半期連結会計期間末における総資産は1,130億31百万円となり前連結会計年度末(平成24年3月

期末)に比べ77億80百万円増加しました。 

流動資産は557億5百万円となり前連結会計年度末に比べ76億55百万円増加しました。主な要因は、受

取手形及び売掛金が44億31百万円、現金及び預金が39億29百万円増加したこと等によるものです。 

固定資産は573億26百万円となり前連結会計年度末に比べ1億25百万円増加しました。主な要因は、投

資その他の資産のその他に含まれる長期預金が15億円、時価の変動等により投資有価証券が10億79百万

円減少した一方、有形固定資産が32億3百万円増加したこと等によるものです。 

当第2四半期連結会計期間末における負債は708億54百万円となり前連結会計年度末に比べ145億89百

万円増加しました。 

流動負債は614億18百万円となり前連結会計年度末に比べ150億14百万円増加しました。主な要因は、

支払手形及び買掛金が33億40百万円、その他に含まれる設備未払金が31億31百万円増加したこと等によ

るものです。 

固定負債は94億35百万円となり前連結会計年度末に比べ4億24百万円減少しました。主な要因は、投

資有価証券の時価の変動等によりその他に含まれる繰延税金負債が1億97百万円減少したこと等による

ものです。 

当第2四半期連結会計期間末における純資産は421億77百万円となり前連結会計年度末に比べ68億8百

万円減少しました。 

  

キャッシュ・フローの状況の分析 

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前

連結会計年度末に比べ39億26百万円増加し、234億16百万円となりました。 

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す。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は62億73百万円となりました。これは減価償却費を40億48百万円、仕入

債務の純増額として33億10百万円を計上したこと等によるものです。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は18億13百万円となりました。これは定期預金の払戻による収入として

15億円計上した一方、有形及び無形固定資産の取得として34億83百万円を支出したこと等によるもので

す。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は3億13百万円となりました。これはリース債務の返済により3億11百万

円支出したこと等によるものです。 

  

通期の業績予想につきましては、 近の業績動向や景況感を踏まえて見直しを行った結果、平成24年

5月11日に公表しました業績予想を修正しています。 

詳細は、本日(平成24年11月9日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①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又は税引前

当期純損失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又は税引前四

半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しています。ただし、見積実効税率を使用できない場合に

は、法定実効税率を使用しています。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更していま

す。 

なお、この変更による当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。 

2．サマリー情報(注記事項)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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度
(平成24年3月31日)

当第2四半期連結会計期間
(平成24年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,735 23,664

受取手形及び売掛金 17,034 21,466

商品及び製品 3,744 3,220

仕掛品 3,018 3,690

原材料及び貯蔵品 1,609 1,945

その他 3,098 1,924

貸倒引当金 △190 △206

流動資産合計 48,050 55,705

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,755 18,281

機械装置及び運搬具（純額） 10,789 14,414

工具、器具及び備品（純額） 1,496 1,348

土地 6,387 6,327

リース資産（純額） 2,965 2,669

建設仮勘定 3,130 3,687

有形固定資産合計 43,524 46,727

無形固定資産

のれん 58 29

ソフトウエア 4,348 3,740

その他 187 376

無形固定資産合計 4,593 4,146

投資その他の資産

投資有価証券 6,661 5,581

その他 2,855 1,307

貸倒引当金 △434 △436

投資その他の資産合計 9,081 6,452

固定資産合計 57,200 57,326

資産合計 105,250 113,031
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年3月31日)

当第2四半期連結会計期間
(平成24年9月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,556 16,897

短期借入金 25,094 25,091

未払法人税等 148 176

賞与引当金 967 922

その他 6,638 18,331

流動負債合計 46,404 61,418

固定負債

退職給付引当金 5,734 5,796

その他 4,125 3,639

固定負債合計 9,859 9,435

負債合計 56,264 70,854

純資産の部

株主資本

資本金 5,684 5,684

資本剰余金 7,355 7,355

利益剰余金 38,029 31,709

自己株式 △2,925 △2,926

株主資本合計 48,143 41,823

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,807 2,182

為替換算調整勘定 △1,964 △1,828

その他の包括利益累計額合計 842 353

純資産合計 48,986 42,177

負債純資産合計 105,250 113,031
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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：百万円）

前第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)

当第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)

売上高 44,087 36,486

売上原価 42,462 35,758

売上総利益 1,625 728

販売費及び一般管理費 5,806 5,808

営業損失（△） △4,181 △5,080

営業外収益

受取利息 31 38

受取配当金 121 61

その他 171 79

営業外収益合計 324 179

営業外費用

支払利息 64 87

投資有価証券評価損 16 233

為替差損 856 568

その他 14 81

営業外費用合計 952 970

経常損失（△） △4,808 △5,870

特別利益

固定資産売却益 9 166

投資有価証券売却益 － 9

国庫補助金 159 159

特別利益合計 169 336

特別損失

固定資産除売却損 802 123

固定資産圧縮損 156 152

関係会社清算損 209 －

事業構造改善費用 9,678 －

特別損失合計 10,846 276

税金等調整前四半期純損失（△） △15,486 △5,810

法人税等 4,117 509

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △19,603 △6,320

四半期純損失（△） △19,603 △6,320
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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：百万円）

前第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)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △19,603 △6,320

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,182 △624

為替換算調整勘定 347 135

その他の包括利益合計 △1,834 △488

四半期包括利益 △21,438 △6,808

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △21,438 △6,808

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

(単位：百万円)

前第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)

当第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)

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損失（△） △15,486 △5,810

減価償却費 4,487 4,048

のれん償却額 29 29

賞与引当金の増減額（△は減少） △167 △45

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △44 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46 61

貸倒引当金の増減額（△は減少） △447 17

受取利息及び受取配当金 △152 △100

支払利息 64 87

為替差損益（△は益） 533 313

固定資産除売却損益（△は益） 792 △43

投資有価証券売却損益（△は益） － △9

投資有価証券評価損益（△は益） 16 233

関係会社清算損益（△は益） 209 －

事業構造改善費用 9,678 －

売上債権の増減額（△は増加） 6,664 △4,401

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,607 △465

仕入債務の増減額（△は減少） △7,604 3,310

その他 2,453 9,263

小計 4,681 6,486

利息及び配当金の受取額 153 100

利息の支払額 △64 △87

法人税等の支払額 △255 △275

法人税等の還付額 2,632 48

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,148 6,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 1,605 1,500

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,123 △3,483

有形及び無形固定資産の売却による収入 301 159

投資有価証券の取得による支出 △6 △50

投資有価証券の売却による収入 1 54

貸付けによる支出 － △2

貸付金の回収による収入 11 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,209 △1,813
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(単位：百万円)

前第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)

当第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)

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） △303 －

長期借入れによる収入 75 －

長期借入金の返済による支出 △75 －

リース債務の返済による支出 △324 △311

自己株式の取得及び売却による収支 △0 △0

配当金の支払額 △962 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,591 △313

現金及び現金同等物に係る換算差額 △396 △220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,951 3,926

現金及び現金同等物の期首残高 17,107 19,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,058 23,416
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当第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) 

該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第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 

 
(注) 1. 「その他」の区分は不動産事業、人材派遣事業等です。 

2. セグメント利益又は損失(△)の調整額△2,643百万円には各報告セグメントに配分していない全社費用等が含

まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。 

  

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 

(固定資産に係る重要な減損損失) 

「産業資材」、「ディバイス」及び「情報コミュニケーション」のセグメントにおいて、構造改革強

化策の実施に伴う減損損失を計上しており、特別損失の「事業構造改善費用」に含めて表示していま

す。なお、当該減損損失の計上額は「産業資材」が4,848百万円、「ディバイス」が1,626百万円、「情

報コミュニケーション」が53百万円です。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)3産業資材 ディバイス

情報コミュ
ニケーショ

ン

その他
(注)1

計

売上高

  外部顧客への売上高 20,957 14,485 8,524 119 44,087 ― 44,087

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

7 ― ― 535 542 △542 ―

計 20,965 14,485 8,524 654 44,630 △542 44,087

セグメント利益又は損失(△) △110 △1,441 △127 141 △1,538 △2,643 △4,181
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Ⅱ 当第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) 

  

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) 1. 「その他」の区分は不動産事業、人材派遣事業等です。 

2. セグメント利益又は損失(△)の調整額△2,662百万円には各報告セグメントに配分していない全社費用等が含

まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。 

  

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24年4月1日 至 平成24年9月30日) 

該当事項はありません。 

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)3産業資材 ディバイス

情報コミュ
ニケーショ

ン

その他
(注)1

計

売上高

  外部顧客への売上高 14,903 12,968 8,573 41 36,486 ― 36,486

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 447 447 △447 ―

計 14,903 12,968 8,573 489 36,934 △447 36,486

セグメント利益又は損失(△) 330 △2,777 △93 122 △2,417 △2,662 △5,080

(6) 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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