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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 

①経済情勢及び業界の状況 

 当第２四半期累計期間における世界経済は、米国経済では雇用の回復が見られ、消費もほぼ堅

調に推移しましたが、中国をはじめとするアジア新興国の景気減速や欧州経済の先行きに対する

不透明感など、下振れへの懸念が拭えない状況で推移しました。国内経済は、緩やかな回復基調

が続いているものの、中国の景気減速の影響で企業の業績に不透明感が懸念されるようになりま

した。 

 このような状況下において、光学系フイルム業界では、新規投資を進める企業と規模の縮小や

委託加工に方向を替える企業など二極化の傾向も一部で見られました。当社においては、スマー

トフォン、タブレット端末用として光学フイルムやタッチパネル用塗工装置、医療材用塗工乾燥

装置、自動車用リチウムイオン二次電池や他のエネルギー関連及び電子部品関連塗工乾燥装置の

受注強化に取り組んでまいりました。しかしながら、国内及び中国における光学系フイルム塗工

装置業界では、大型設備投資が減少し、受注環境に大きな伸びがない状況で推移しました。 

 

②売上及び損益の状況 

 売上高は、3,856百万円(前年同期比30.8%減)となりました。主な最終製品別売上高構成比率

は、薄型表示部品関連機器が37.9%(前年同期は75.8%)、機能性紙・フイルム関連塗工機器が11.6%

(前年同期は9.2%)、電子部品関連塗工機器が29.0%(前年同期は3.1%)、エネルギー関連機器が8.9%

(前年同期は5.2%)となりました。売上高に占める輸出の割合は、42.8%(前年同期は36.7%)となり

ました。売上総利益は、296百万円(前年同期比52.3%減)、売上総利益率は、7.7%(前年同期は

11.1%)となりました。販売費及び一般管理費は、314百万円(前年同期比4.5%増)となりました。営

業損失は、17百万円(前年同期は営業利益320百万円)、経常損失は、0百万円(前年同期は経常利益

346百万円)、四半期純損失が3百万円(前年同期は四半期純利益214百万円)となりました。 

 

③受注の状況 

 受注高は、5,151百万円(前年同期比63.7%増)、その内輸出受注高は、1,856百万円(前年同期比

11.5倍)となりました。受注残高は5,254百万円(前年同期比39.2%増)、その内輸出受注残高は、

1,594百万円(前年同期比158.7%増)となりました。 

 品目別内訳は、スマートフォンやタブレット端末などの薄型表示部品用の光学フイルム塗工装

置や、タッチパネル用ハードコートフイルム塗工装置で、二次電池や燃料電池用エネルギー関連

部材用塗工装置と、ＦＰＣ関連用塗工装置で構成されております。 

 個別の受注金額は、中国市場など新興国を最終需要先とした国内企業をはじめ、韓国や中国企

業向けでも、国内外の設備メーカーの価格競争は大変厳しいものとなっています。しかしなが

ら、最近の中国における液晶パネルの大幅増産の見通しにより、光学フイルム関連塗工装置の需

要が見込まれ、当業界向けの受注活動の強化に努めたいと考えております。今後は、光学フイル

ム関連と合わせて、二次電池や燃料電池などのエネルギー関連業界に対し、更なる販売強化に取

り組みたいと考えております。 

 

（２）財政状態に関する説明 

①資産・負債及び純資産の状況 

 総資産は、15,122百万円(前期末比1.7%減)となりました。これは主に売上債権の減少によるも

のです。負債は、5,019百万円（前期末比2.9%減）となりました。これは主に仕入債務の減少によ

るものです。純資産は、10,103百万円(前期末比1.2%減)となりました。自己資本比率は66.8%(前

期末は66.4%)となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前第２四半期

累計期間に比べ2,629百万円増加し、4,798百万円（前年同期は4,213百万円）となりました。 

 

（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、2,544百万円（前年同期は使用した資金761百万円）となりま

した。これは主に売上債権の回収によるものです。 

 

（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、8百万円（前年同期は使用した資金12百万円）となりました。

これは主に有形固定資産の取得によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、93百万円（前年同期は使用した資金280百万円）となりまし

た。これは主に長期借入金による収入によるものです。 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 最近の業績動向を踏まえ、平成27年５月８日に公表した通期の業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日（平成27年11月６日）別途公表いたしました「平成28年３月期第２四

半期（累計）業績予想との差異及び平成28年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

 なお、業績予想は、本発表日現在において入手可能な情報に基づき判断しており、当社の販売

する機器等は受注生産のため実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があ

ります。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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おります。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,269,266 4,898,875 

受取手形及び売掛金 8,585,743 5,718,025 

仕掛品 75,564 102,450 

原材料及び貯蔵品 47,421 43,222 

その他 95,168 119,923 

流動資産合計 11,073,164 10,882,498 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 822,387 801,908 

機械及び装置（純額） 242,224 230,953 

土地 1,836,830 1,836,830 

その他（純額） 74,959 65,606 

有形固定資産合計 2,976,402 2,935,298 

無形固定資産 6,665 7,135 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,145,396 1,109,495 

その他 188,794 190,633 

貸倒引当金 △2,300 △2,300 

投資その他の資産合計 1,331,890 1,297,828 

固定資産合計 4,314,958 4,240,263 

資産合計 15,388,123 15,122,761 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 2,872,825 2,732,091 

短期借入金 583,772 605,311 

未払法人税等 71,955 9,194 

前受金 169,126 109,723 

引当金 124,374 123,780 

その他 162,334 84,626 

流動負債合計 3,984,388 3,664,727 

固定負債    

長期借入金 168,671 324,750 

退職給付引当金 478,925 495,065 

資産除去債務 8,898 8,898 

その他 526,405 526,105 

固定負債合計 1,182,899 1,354,819 

負債合計 5,167,288 5,019,546 

 

- 4 -

株式会社テクノスマート（6246）平成28年3月期 第2四半期決算短信（非連結）



 

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年９月30日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,003,125 1,003,125 

資本剰余金 515,858 515,858 

利益剰余金 7,395,101 7,307,149 

自己株式 △108,883 △109,283 

株主資本合計 8,805,201 8,716,849 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 337,285 308,016 

土地再評価差額金 1,078,348 1,078,348 

評価・換算差額等合計 1,415,633 1,386,364 

純資産合計 10,220,835 10,103,214 

負債純資産合計 15,388,123 15,122,761 
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（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

売上高 5,574,691 3,856,113 

売上原価 4,953,755 3,560,043 

売上総利益 620,936 296,069 

販売費及び一般管理費 300,346 314,007 

営業利益又は営業損失（△） 320,589 △17,938 

営業外収益    

受取利息 940 146 

受取配当金 14,940 14,620 

受取賃貸料 7,820 5,089 

その他 8,473 3,977 

営業外収益合計 32,175 23,833 

営業外費用    

支払利息 3,130 3,613 

その他 3,422 3,157 

営業外費用合計 6,553 6,771 

経常利益又は経常損失（△） 346,211 △876 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 346,211 △876 

法人税等 131,532 2,307 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 214,679 △3,184 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失

（△） 
346,211 △876 

減価償却費 57,444 52,312 

受取利息及び受取配当金 △15,881 △14,766 

支払利息 3,130 3,613 

売上債権の増減額（△は増加） △1,172,476 2,867,717 

たな卸資産の増減額（△は増加） △76,431 △22,687 

仕入債務の増減額（△は減少） 787,595 △138,893 

前受金の増減額（△は減少） △196,058 △59,402 

その他 △66,158 △84,425 

小計 △332,624 2,602,591 

利息及び配当金の受取額 15,881 14,766 

利息の支払額 △3,130 △3,613 

法人税等の支払額 △441,871 △69,470 

営業活動によるキャッシュ・フロー △761,744 2,544,274 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △16,778 △9,683 

有形固定資産の売却による収入 30 578 

投資有価証券の取得による支出 △617 △643 

その他 4,838 1,200 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,526 △8,547 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入 - 400,000 

長期借入金の返済による支出 △174,049 △222,382 

自己株式の取得による支出 △186 △399 

配当金の支払額 △105,817 △83,335 

財務活動によるキャッシュ・フロー △280,052 93,882 

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,421 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,051,902 2,629,609 

現金及び現金同等物の期首残高 5,264,986 2,169,266 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,213,084 4,798,875 
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（４）四半期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）

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。 

 

４．補足情報

品目別売上高、受注高、受注残高 

（単位：千円、％） 

品目 

前第２四半期 当第２四半期 （参考） 

自平成26年4月１日 自平成27年4月１日 自平成26年4月１日 

至平成26年9月30日 至平成27年9月30日 至平成27年3月31日 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

売 

上 

高 

塗工機械 4,860,187 87.2 3,592,736 93.2 9,087,982 89.0 

化工機械 633,026 11.4 174,980 4.5 938,722 9.2 

その他 81,477 1.4 88,396 2.3 184,813 1.8 

計 5,574,691 100.0 3,856,113 100.0 10,211,518 100.0 

内輸出高 2,046,903 36.7 1,651,687 42.8 3,085,661 30.2 

受 

注 

高 

塗工機械 2,962,541 94.1 4,858,708 94.3 7,571,369 95.0 

化工機械 99,781 3.2 196,615 3.8 210,101 2.6 

その他 85,178 2.7 96,591 1.9 186,293 2.4 

計 3,147,500 100.0 5,151,915 100.0 7,967,764 100.0 

内輸出高 161,311 5.1 1,856,594 36.0 1,973,193 24.8 

受 

注 

残 

高 

塗工機械 3,465,810 91.8 5,112,815 97.3 3,846,843 97.2 

化工機械 288,449 7.6 114,708 2.2 93,074 2.4 

その他 21,462 0.6 27,437 0.5 19,242 0.4 

計 3,775,723 100.0 5,254,961 100.0 3,959,159 100.0 

内輸出高 616,274 16.3 1,594,306 30.3 1,389,398 35.1 
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