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連結経営指標等 

  

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第51期 

第２四半期 
連結累計期間 

第52期 
第２四半期 
連結累計期間 

第51期 

会計期間 
自平成23年４月１日 
至平成23年９月30日 

自平成24年４月１日 
至平成24年９月30日 

自平成23年４月１日 
至平成24年３月31日 

売上高(百万円)  9,556  12,486  20,723

経常利益(百万円)  191  2,081  1,258

四半期(当期)純利益又は四半期純損

失（△）(百万円) 
 △223  1,617  963

四半期包括利益又は包括利益(百万

円) 
 △951  1,118  881

純資産額(百万円)  25,689  27,813  26,832

総資産額(百万円)  31,571  32,260  31,309

１株当たり四半期(当期)純利益金額

又は四半期純損失金額（△）(円) 
 △14.75  114.77  65.77

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額(円) 
 －  113.18  －

自己資本比率(％)  80.7  85.4  84.8

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円) 
 189  3,094  2,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円) 
 △731  △1,223  △2,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円) 
 1,167  △256  △1,165

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高(百万円) 
 13,134  12,997  11,600

回次 
第51期 

第２四半期連結 
会計期間 

第52期 
第２四半期連結 

会計期間 

会計期間 
自平成23年７月１日 
至平成23年９月30日 

自平成24年７月１日 
至平成24年９月30日 

１株当たり四半期純利益金額(円)  12.57  72.59
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（注）１． 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２． 売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３． 第51期第２四半期連結累計期間の、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。 

４． 第51期連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 
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当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）の事業内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。 

  

<エンプラ事業> 

株式会社エンプラス精機は清算結了したため、連結の範囲から除外しております。 

<半導体機器事業> 

主要な関係会社の異動はありません。 

<オプト事業> 

当社を分割会社とし、株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスを新設分割設立会社としたため、新たに連結の範

囲に含めております。 

  

２【事業の内容】
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当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

  

(1）業績の状況 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、欧州財政危機とこれに伴う中国、インドなどの新興国の輸出

減による経済成長の減速が鮮明となりました。米国においては、雇用、住宅、自動車販売などの各指標に改善の兆

しがあるものの、2013年初に控える「財政の壁」を前に予断を許さない状況が続いております。また、世界的な食

糧価格の上昇も世界経済の不安定要素となっております。 

わが国経済は、東日本大震災の復興需要とエコカー補助金等の政策効果に支えられた個人消費の増加により、

緩やかな景気回復局面にありましたが、世界経済の減速による輸出の鈍化に加え、補助金などの政策効果にも陰り

が見られ、景気回復が足踏みする局面を迎えております。また近隣諸国との関係悪化が景気を下押しする懸念も強

まっております。 

当社グル―プが関連する電子部品業界におきましては、OA機器の需要が欧州市場で停滞しましたが、自動車販

売は米国、アジアで堅調に推移しました。LED光源液晶テレビについても、低コスト化を実現できる光源直下型タ

イプの採用数が着実に増加しました。 

このような状況の中、当社グループは競争が厳しさを増すグローバル市場で打ち勝つために、今期の経営基本

方針である「経営基盤の強化」を図るべく、「顧客基盤」、「創造基盤」、「ものづくり基盤」、「品質基盤」、

「財務基盤」の強化に向けた各種施策を実行しております。昨年のタイ洪水後に立ち上げたピントン新工場と中

国・アジア地域の旗艦工場となる上海新工場は、本格稼働から安定稼働の段階に移り、また、需要の増大するLED

用拡散レンズの供給のため、国内外の生産体制の強化を図ってまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となり、収

益面におきましても、連結営業利益は 百万円（前年同期比 ％増）、連結経常利益は 百万円（前年

同期比 ％増）となり、連結四半期純利益は 百万円（前年同期は 百万円の連結四半期純損失）となり

ました。 

  

各事業の業績は次のとおりであります。 

  

「エンプラ事業」 

自動車用部品は、米国、アジアにて堅調に推移しましたが、欧州の景気減速により当社主力製品であるプリン

ター用部品が低調に推移しました。国内における低コスト生産技術の推進、タイのピントン新工場の生産立ち上げ

に伴う初期費用の減少による原価改善はありましたが、当第２四半期連結累計期間における売上高は 百万円

（前年同期比 ％減）、セグメント営業損失は 百万円（前年同期は 百万円のセグメント営業利益）となりま

した。 

  

「半導体機器事業」 

サーバー、ルーター向けバーンインソケットの受注は低調に推移しましたが、車載、CPU向けの受注が好調を維

持しました。海外調達拡大による原価低減の効果もあり、当第２四半期連結累計期間における売上高は 百万

円（前年同期比 ％増）、セグメント営業利益は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

  

「オプト事業」 

光ピックアップレンズは価格競争の激化により受注減となりましたが、光通信関連レンズは、HPCやデータセン

ター向け大容量データ通信用のレンズアレイ製品の売上が伸長しました。 

LED用拡散レンズは、液晶テレビにおいてCCFL方式からLED光源方式への切り替えが加速したこと、さらにはLED

光源液晶テレビの中でもコストメリットのある光源直下型タイプの採用が進んだことにより、当社レンズの搭載モ

デルが拡大いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 百万円（前年同期比

％増）、セグメント営業利益は 百万円（前年同期は 百万円のセグメント営業損失）となりました。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

12,486 30.7

2,105 988.4 2,081

987.7 1,617 223

5,480

3.3 77 92

2,651

7.6 271 47.3

4,354 205.1

1,912 83
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(2）財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円の増加とな

りました。流動資産につきましては 百万円増加しました。主な変動要因は受取手形及び売掛金で 百万円減

少したものの、現金及び預金で 百万円増加したことによるものです。固定資産につきましては 百万円減少

しました。主な変動要因は有形固定資産で 百万円、無形固定資産で 百万円、投資その他の資産で 百万円減

少したことによるものです。 

負債は 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円の減少となりました。流動負債につきましては 百

万円増加しました。主な変動要因は買掛金が 百万円減少したものの、未払法人税等が 百万円増加したことに

よるものです。固定負債につきましては 百万円減少しました。主な変動要因は長期借入金が 百万円減少した

ことによるものです。 

純資産は 百万円となり、自己資本比率は ％と前連結会計年度末比で ％増加しております。  

    

(3）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は 百万円となり、前年同期比で 百万円減少し

ました。キャッシュ・フローの状況及びその要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において、税金等調整前四半期純利益 百万円（前年同期は 百万円の損失）、

減価償却費 百万円（前年同期は 百万円）を計上し、たな卸資産が 百万円増加（前年同期は 百万円増

加）した結果、営業活動による収入は 百万円（前年同期は 百万円の収入）となりました。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において、有形固定資産の取得による支出 百万円（前年同期は 百万円）および

短期貸付けによる支出 百万円（前年同期は該当ありません）等を行った結果、投資活動による支出は、 百

万円（前年同期は 百万円の支出）となりました。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）   

 当第２四半期連結累計期間において、配当金の支払いを 百万円（前年同期は 百万円）および長期借入金の

返済 百万円（前年同期は該当ありません）を行ったほか、ストックオプションの行使による収入 百万円（前年

同期は該当ありません）があったため、財務活動による支出は、 百万円（前年同期は 百万円の収入）とな

りました。 

  

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

  

１. 株式会社の支配に関する基本方針 

 当社の株式は金融商品取引所に上場されていることから、市場における当社株式の自由な取引が認められてい

る以上、特定の者による当社株式の大量の買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上

に資するものであれば一概にこれを否定するものではありません。また、 終的には株式の大量買付提案に応じ

るか否かは株主の皆様の意思に基づき行われるべきだと考えております。  

 しかし、株式の大量買付提案の中には、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するものや、当社の企

業価値を十分に反映しているとは言えないもの、株主の皆様が 終的な決定をされるために必要かつ十分な情報

が提供されないもの、あるいは株主の皆様に対して当社株式の売却を事実上強要するおそれのあるものも想定さ

れます。当社は、そのような提案に対して、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、

必要な時間や情報の確保、株式の大量買付提案をする者との交渉などを行う必要があると考えています。そこで

当社は、平成24年６月28日開催の第51回定時株主総会において、株主の皆様のご承認の下、平成21年に導入致し

ました当社株式等の大量買付行為に関する対応策（以下「本対応策」といいます。）を更新させていただきまし

た。  

 本対応策は、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社

の企業価値・株主共同の利益を毀損する株式の大量買付提案を抑止するために、当社株式に対する大量買付が行

われる際には、当社取締役会が株主の皆様が当該大量買付提案に応じるべきか否かを判断するために必要な情報

や時間を確保すること、当社取締役会からの代替案の提示や株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可

能とすることを目的としています。 

32,260 951

1,247 324

1,421 296

47 90 158

4,447 29 111

103 215

140 99

27,813 85.4 0.6

12,997 136

2,044 23

855 718 189 98

3,094 189

914 901

230 1,223

731

245 114

99 90

256 1,167
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２. 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み 

 当社は、企業理念のとおり、エンジニアリングプラスチックで培った先進技術をもとに、さらに 先端技術を

追求し、創造的価値を世界市場に提供しており、①エンジニアリングプラスチック部品の設計、加工、評価を含

めたトータルな生産技術力、②エンプラ、光学、半導体など多様な事業展開を可能にする開発力、③グローバル

での顧客対応力、④強固な財務基盤を強みとしております。  

 当社は、生産工場の統合、海外生産拠点の新たな立ち上げ、今後成長が見込まれる事業への積極的な展開な

ど、将来の収益機会を取り組むべく諸施策を実施してきました。さらに、当社の事業基盤を構成する顧客基盤、

ものづくり基盤、創造基盤、品質基盤のさらなる強化を図るとともに、これらの活動を可能にする財務基盤も強

化することにより、ビジネスの拡大を進めてまいります。  

 また、当社は、コーポレートガバナンスの強化を経営の重要課題の一つと位置付け、経営の透明性の向上と監

督機能の強化に積極的に取り組んでおります。  

  

３. 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み 

(1) 本対応策に係る手続 

① 対象となる大量買付行為  

 本対応策は、(ⅰ) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け、

または(ⅱ) 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係

者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付けに該当する当社株式等の買付けまたはこれらに類似する

行為（ただし、当社取締役会が承認したものを除き、当該行為を、以下「大量買付行為」といい、大量買付行為

を行いまたは行おうとする者を「大量買付者」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。  

  

② 買付意向表明書の提出  

 大量買付者は、大量買付行為に先立ち、本対応策に定める手続を遵守する旨の誓約文言等を含む書面（以下

「買付意向表明書」といいます。）を当社取締役会に対して提出していただきます。  

  

③ 必要情報の提供  

 当社に買付意向表明書を提出した大量買付者には、当社が買付意向表明書を受領した日から10営業日以内に、

大量買付者から当初提出していただくべき情報（以下「本必要情報」といいます。）を記載したリスト（以下

「情報リスト」といいます。）を大量買付者に対して交付します。情報リストに従い大量買付者から提供された

情報が株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判

断する場合には、適宜回答期限を定めた上で当社取締役会が別途請求する追加の情報を大量買付者から提供して

いただきます。この場合、 初の情報提供要請を大量買付者に対して行った日から起算して60日を上限として、

大量買付者に対して情報提供を要請します。  

  

④ 取締役会における評価期間  

 当社取締役会は、大量買付者による本必要情報の提供が完了した後、大量買付行為の評価の難易度等に応じ

て、(ⅰ) 現金（円貨）のみを対価とする当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には60日間、または(ⅱ) 

その他の大量買付行為の場合には90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案の

ための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。当社取締役会は、取締役会評価期間

内において、必要に応じて当社取締役会から独立した第三者(弁護士、公認会計士、フィナンシャルアドバイザ

ー、コンサルタントその他の専門家を含む。以下「外部専門家」といいます。）の助言を得ることができ、大量

買付者から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点

から、大量買付者による大量買付行為の内容の検討等を行うものとします。大量買付者は、取締役会評価期間が

終了するまで大量買付行為を開始することができないものとします。  

  

⑤ 株主意思の確認手続  

 当社取締役会は、対抗措置の発動について株主総会の決議を得ることが相当であると判断した場合には、対抗

措置の発動についての承認を議案とする株主総会の招集手続きを速やかに実施するものとします。株主総会にお

いて対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主総会の決議に従い対抗措

置の発動または不発動の決議を行うものとします。当該株主総会で対抗措置を発動することが否決された場合に

は、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。大量買付者は、当社取締役会が株主総会を開催することを決

定した場合には、当該株主総会終結時まで、大量買付行為を開始することができないものとします。   

  

⑥ 対抗措置の発動の要件  

 当社取締役会は当社の企業価値・株主共同の利益を確保することを目的に、大量買付者による大量買付行為が

(ⅰ) 大量買付者が本対応策に定める手続を遵守しなかった場合、または (ⅱ) 株主総会において対抗措置の発

動について決議された場合には対抗措置の発動を行い大量買付行為に対抗する場合があります。 
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(2) 対抗措置の中止または発動の停止 

 本対応策における当社取締役会が発動する対抗措置としては、新株予約権（以下「本新株予約権」といいま

す。）の無償割当て、会社法その他の法律及び当社定款が認めるその他の対抗措置を用いることもあります。  

 当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、(i)大量買付者が大量買付行為を中

止した場合または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の

企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えら

れる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止または発動の停止を決議するものとします。  

  

(3) 本対応策の有効期限、廃止及び変更  

 本対応策の有効期限は、第51回定時株主総会の終結時より、平成27年６月開催予定の当社定時株主総会終結の

時までとしています。  

 ただし、かかる有効期限の満了前であっても、当社の株主総会において本対応策の廃止の決議がなされた場

合、または当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本対応策の廃止の決議がなされた場

合には、本対応策はその時点で廃止されるものとします。 

  

(4) 株主及び投資家の皆様への影響  

 本対応策の導入時には、本新株予約権の発行自体は行われないため、株主の皆様の有する当社株式に係る法的

権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。  

 また、当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合においても、株主の皆

様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の経済的価値の

希釈化は生じず、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与え

ることは想定しておりません。  

 ただし、大量買付者につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何

らかの影響が生じる場合があります。 

  

４. 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

 本対応策は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって、平成24年６月28日

開催の第51回定時株主総会において、株主の皆様のご承認の下、更新されたものです。本対応策は、買収提案の

内容が当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがあるものであることを理由として対抗措置を発動する

ためには、大量買付者が本対応策に定める手続を遵守しなかった場合を除き、必ず、株主総会による承認を得る

ことが必要であることから、取締役会の恣意的な判断による対抗措置の発動を防止する仕組みが確保されていま

す。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるもの

です。当社取締役会は、以上の理由により、本対応策は基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損

なうものでなく、かつ当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。  

  

(5）研究開発活動 

 当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、 百万円であります。 

 なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

300
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  62,400,000

計  62,400,000

種類 
第２四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成24年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 20,232,897 同左 
東京証券取引所 

（市場第一部） 

権利内容に何ら、限定のない

当社における標準となる株式

であり、単元株式数は100株で

あります。 

計 20,232,897 同左 ― ― 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成24年７月１日～ 

平成24年９月30日 
―  20,232,897 ―  8,080,454 ―  2,020,114
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（注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

２．上記のほか当社所有の自己株式6,096,828株（30.13％）があります。 

３．エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー社より、平成24年９月７日付

（報告義務発生日 平成24年９月３日）で大量保有報告書（変更報告書）が提出されており、その写しを受

領しております。同報告書には、下記の通り記載がされておりますが、当社として所有株式数の確認ができ

ておりませんので、上記大株主の状況に含めておりません。 

４．ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社より、平成24年８月20日付（報告義務発生日 平成24年８月15日）

で大量保有報告書が提出されており、その写しを受領しております。同報告書には、下記の通り記載がされ

ておりますが、当社として所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況に含めておりませ

ん。 

（６）【大株主の状況】

  平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

横田 誠 埼玉県さいたま市南区 2,102 10.39 

横田 大輔 埼玉県さいたま市南区 1,522 7.52 

立花証券株式会社 
東京都中央区日本橋小綱町７－２ ぺんてる

ビル 
1,165 5.75 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１－８－１１  752 3.71 

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD 

AC ISG (FE-AC) 

（常任代理人 株式会社三菱東

京ＵＦＪ銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 

LONDON EC4A2BB UNITED KINGDOM 

（東京都千代田区丸の内２－７－１） 

750 3.71 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２－１１－３ 738 3.65 

株式会社みずほ銀行 

（常任代理人 資産管理サービ

ス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区内幸町１－１－５ 

（東京都中央区晴海１－８－１２ 晴海アイ

ランドトリトンスクエアオフィスタワーZ

棟） 

685 3.38 

株式会社埼玉りそな銀行 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－４－１ 675 3.33 

第一生命保険株式会社 

（常任代理人 資産管理サービ

ス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区有楽町１－１３－１ 

（東京都中央区晴海１－８－１２ 晴海アイ

ランドトリトンスクエアオフィスタワーZ

棟） 

276 1.36 

鈴木 吉子 埼玉県川口市鳩ケ谷本町 190 0.93 

計 ― 8,858 43.78 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 752千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 738千株

氏名または名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数に対

する所有株式数の割

合（％） 

エフィッシモ キャピタル マネ

ージメント ピーティーイー エ

ルティーディー 

２６０ オーチャードロード ＃

１２－０６ ザヒーレン シンガ

ポール ２３８８５５ 

2,216 10.96

氏名または名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数に対

する所有株式数の割

合（％） 

ＤＩＡＭアセットマネジメント

株式会社 

東京都千代田区丸の内三丁目3

番1号 
989 4.89

ダイアム インターナショナル 

リミテッド 

英国 ロンドン市フライデース

トリート１番地 イーシー ４エ

ム ９ジェイエー 

60 0.30
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①【発行済株式】 

（注）１ 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権の数 １個）含ま

れております。 

２ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式及び証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ28株及び20株

含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

該当事項はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式    6,096,800
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式   14,119,800 141,198 ― 

単元未満株式 普通株式       16,297 ― ― 

発行済株式総数 20,232,897 ― ― 

総株主の議決権 ― 141,198 ― 

  平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社エンプラス 
埼玉県川口市並木 

２－３０－１ 
6,096,800 ― 6,096,800 30.13 

計 ― 6,096,800 ― 6,096,800 30.13 

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平

成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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１【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 10,454,770 11,876,612

受取手形及び売掛金 ※1  5,752,524 ※1  5,428,446

有価証券 1,200,000 1,200,000

製品 600,496 652,954

仕掛品 384,089 413,484

原材料及び貯蔵品 473,386 530,192

その他 1,405,483 1,410,856

貸倒引当金 △11,547 △5,739

流動資産合計 20,259,205 21,506,808

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,330,582 3,560,930

機械装置及び運搬具（純額） 2,127,068 2,031,695

土地 3,153,566 3,142,389

その他（純額） 954,174 783,013

有形固定資産合計 9,565,391 9,518,028

無形固定資産   

ソフトウエア 670,941 580,443

その他 10,969 10,513

無形固定資産合計 681,911 590,957

投資その他の資産 ※2  802,883 ※2  644,704

固定資産合計 11,050,186 10,753,690

資産合計 31,309,391 32,260,499
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（単位：千円）

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   

買掛金 1,217,375 1,113,904

1年内返済予定の長期借入金 199,992 199,992

未払法人税等 120,952 336,073

賞与引当金 331,000 353,677

役員賞与引当金 48,483 37,505

その他 965,720 954,123

流動負債合計 2,883,524 2,995,276

固定負債   

長期借入金 700,012 600,016

退職給付引当金 8,979 9,896

役員退職慰労引当金 17,193 12,593

工場閉鎖損失引当金 757,000 757,000

その他 109,863 72,666

固定負債合計 1,593,048 1,452,173

負債合計 4,476,572 4,447,449

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,080,454 8,080,454

資本剰余金 10,021,143 10,050,513

利益剰余金 18,963,011 20,333,889

自己株式 △8,807,209 △8,715,689

株主資本合計 28,257,400 29,749,168

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 28,920 △3,444

為替換算調整勘定 △1,726,447 △2,193,214

その他の包括利益累計額合計 △1,697,526 △2,196,658

新株予約権 253,023 241,564

少数株主持分 19,921 18,975

純資産合計 26,832,818 27,813,049

負債純資産合計 31,309,391 32,260,499
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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：千円）

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 9,556,211 12,486,261

売上原価 6,256,228 7,120,984

売上総利益 3,299,982 5,365,277

販売費及び一般管理費 ※1  3,106,533 ※1  3,259,762

営業利益 193,449 2,105,515

営業外収益   

受取利息 20,368 14,503

受取配当金 11,223 7,000

スクラップ売却益 19,071 46,883

その他 29,438 32,977

営業外収益合計 80,100 101,364

営業外費用   

為替差損 71,194 90,989

その他 11,026 34,731

営業外費用合計 82,221 125,721

経常利益 191,328 2,081,158

特別利益   

固定資産売却益 8,153 4,123

新株予約権戻入益 － 1,694

委託契約解除益 101,415 －

特別利益合計 109,568 5,817

特別損失   

投資有価証券評価損 161,004 35,285

事業再構築費用 120,828 6,290

その他 42,371 1,227

特別損失合計 324,203 42,802

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（△）

△23,306 2,044,173

法人税、住民税及び事業税 146,647 472,356

法人税等調整額 51,998 △46,714

法人税等合計 198,645 425,642

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（△）

△221,951 1,618,531

少数株主利益 1,419 1,394

四半期純利益又は四半期純損失（△） △223,371 1,617,137
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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：千円）

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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△221,951 1,618,531

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △57,653 △32,364

為替換算調整勘定 △672,238 △467,869

その他の包括利益合計 △729,891 △500,234

四半期包括利益 △951,843 1,118,297

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △950,931 1,118,004

少数株主に係る四半期包括利益 △912 292

-15-



 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△23,306 2,044,173

減価償却費 718,465 855,500

委託契約解除益 △101,415 －

投資有価証券評価損益（△は益） 161,004 35,285

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,018 25,439

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,166 95,822

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,847 △4,599

売上債権の増減額（△は増加） △548,447 188,310

たな卸資産の増減額（△は増加） △98,593 △189,010

仕入債務の増減額（△は減少） 104,412 △20,119

未払金の増減額（△は減少） 49,145 109,317

その他 65,072 86,282

小計 345,673 3,226,402

利息及び配当金の受取額 30,745 20,076

利息の支払額 △10 △1,630

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △187,142 △150,104

営業活動によるキャッシュ・フロー 189,266 3,094,744

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △9,378 △51,874

定期預金の払戻による収入 276,327 24,308

有形固定資産の取得による支出 △901,557 △914,462

貸付けによる支出 － △230,000

その他 △96,508 △51,659

投資活動によるキャッシュ・フロー △731,117 △1,223,687

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,500,000 －

長期借入れによる収入 1,000,000 －

長期借入金の返済による支出 － △99,996

自己株式の取得による支出 △1,217,546 △255

配当金の支払額 △114,402 △245,578

ストックオプションの行使による収入 － 90,072

その他 △938 △1,238

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,167,111 △256,995

現金及び現金同等物に係る換算差額 △339,992 △216,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 285,268 1,397,632

現金及び現金同等物の期首残高 12,849,331 11,600,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  13,134,600 ※1  12,997,933
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（連結の範囲の重要な変更）  

 第１四半期連結会計期間より、株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスを新たに設立したため、連結の範

囲に含めております。また、株式会社エンプラス精機は清算結了したため、連結の範囲から除外しております。 

  

  

（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、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微であります。 

  

  

（連結納税制度の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。 

  

  

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

【会計方針の変更等】

【追加情報】
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※２ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

  

 ３ 当座貸越契約 

 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 

  

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

  

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半

期連結会計期間末日残高に含まれております。 

  
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） 

受取手形 千円 38,589 千円 21,340

  
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） 

投資その他の資産 千円 43,442 千円 43,442

  
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） 

当座貸越極度額 千円 5,000,000 千円 5,000,000

借入実行残高  －  －

差引額  5,000,000  5,000,000

（四半期連結損益計算書関係）

  
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） 

給与手当・賞与 千円 812,237 千円 866,136

賞与引当金繰入額  168,926  178,364

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
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） 

現金及び預金勘定 千円 12,318,664 千円 11,876,612

預入期間が３か月超の定期預金  △84,064  △78,679

有価証券勘定のうち短期投資  900,000  1,200,000

現金及び現金同等物  13,134,600  12,997,933
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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．配当金支払額 

   
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後と
なるもの 

   

３．株主資本の金額の著しい変動 

当社は、当第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）において、平成23年7月29日

及び平成23年8月30日開催の取締役会の決議に基づき自己株式（ 千株）を取得しております。 

この他、単元未満株式（ 千株）の買取を行っております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間において、自己株式が 千円増加し、当第２四半期連結会計期

間末における自己株式の残高は 千円となっております。  

  

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．配当金支払額 

   
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後と
なるもの 

    

（株主資本等関係）

（決 議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年５月31日 
取締役会 

普通株式  114,913  7.5  平成23年３月31日  平成23年６月９日 利益剰余金 

（決 議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年10月28日 
取締役会 

普通株式  108,536  7.5  平成23年９月30日  平成23年12月１日 利益剰余金 

850

0

1,217,546

8,182,580

（決 議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年５月31日 
取締役会 

普通株式  246,259  17.5  平成24年３月31日  平成24年６月８日 利益剰余金 

（決 議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年10月30日 
取締役会 

普通株式  282,721  20.0  平成24年９月30日  平成24年12月３日 利益剰余金 
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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   

 (単位：千円)   

 (注)セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書上の営業利益と一致しております。 

  

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。   

  

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   

 (単位：千円)   

 (注)セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書上の営業利益と一致しております。 

  

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。   

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  エンプラ事業 半導体機器事業 オプト事業 合計 

 売上高         

 外部顧客への売上高      5,665,756      2,463,066      1,427,389     9,556,211

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －      －        －      －

 計      5,665,756      2,463,066      1,427,389     9,556,211

 セグメント利益又は損失（△）       92,946       184,143       △83,640       193,449

  エンプラ事業 半導体機器事業 オプト事業 合計 

 売上高         

 外部顧客への売上高      5,480,633      2,651,117      4,354,510     12,486,261

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －      －        －      －

 計      5,480,633      2,651,117      4,354,510     12,486,261

 セグメント利益又は損失（△）      △77,793       271,242       1,912,066      2,105,515
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 １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）  前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 平成24年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）配当金の総額……………………………………… 千円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………20円00銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成24年12月３日 

（注）  平成24年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

（１株当たり情報）

  
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) 

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当

たり四半期純損失金額（△） 
円 銭 △14 75 円 銭 114 77

（算定上の基礎）       

四半期純利益金額又は四半期純損失金額

（△）（千円） 
 △223,371  1,617,137

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る四半期純利益金額又は四

半期純損失金額（△）（千円） 
 △223,371  1,617,137

普通株式の期中平均株式数（株）  15,140,519  14,089,698

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額 
－ 円 銭 113 18

（算定上の基礎）       

四半期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） －  198,117

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から重

要な変動があったものの概要 

－ － 

（重要な後発事象）

２【その他】

282,721
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エンプ

ラスの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平

成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エンプラス及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成24年11月８日

株式会社エンプラス 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
公認会計士 日  下  靖  規 印 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
公認会計士 石  川  喜  裕 印 

（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



  

  

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年11月12日 

【会社名】 株式会社エンプラス   

【英訳名】 ENPLAS CORPORATION   

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 大輔 

【 高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 埼玉県川口市並木２丁目30番1号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



 当社代表取締役社長横田大輔は、当社の第52期第２四半期（自平成24年７月１日 至平成24年９月30日）の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】




