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

（注）ディスプレイ事業に係る損益を連結損益計算書において非継続事業として区分表示しております。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 継続事業税引前当期純利益
当社株主に帰属する当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 851,575 4.6 21,648 15.8 18,858 54.0 1,195 ―
24年3月期 814,497 △6.6 18,687 △70.9 12,245 △79.8 △2,454 ―

（注）当社株主に帰属する包括利益 25年3月期 73,028百万円 （―％） 24年3月期 △16,406百万円 （―％）

1株当たり当社株主に帰属
する当期純利益

潜在株式調整後1株当たり
当社株主に帰属する当期

純利益

株主資本当社株主に
帰属する当期純利益

率

総資産継続事業税引
前当期純利益率

売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 9.50 5.36 0.2 1.7 2.5
24年3月期 △19.06 △21.42 △0.5 1.1 2.3

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  △2,388百万円 24年3月期  △557百万円

総資産 資本合計（純資産） 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本
百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 1,169,642 580,616 561,169 48.0 4,460.79
24年3月期 1,072,829 512,046 498,159 46.4 3,957.20

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 108,942 △90,156 4,395 213,687
24年3月期 55,334 △29,898 12,929 167,015

2.  配当の状況 

（注）・当社は、第1四半期及び第3四半期の配当を実施しておりません。 
   ・当期末の1株当たり配当金は30円とさせていただく予定(平成25年6月27日 定時株主総会に議案上程)です。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

株主資本配
当率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00 10,195 ― 2.0
25年3月期 ― 40.00 ― 30.00 70.00 8,809 736.8 1.7
26年3月期(予想) ― 30.00 ― 40.00 70.00 67.7

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） 

 

売上高 営業利益 税引前当期純利益
当社株主に帰属する当

期純利益

1株当たり当社
株主に帰属す
る当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 930,000 9.2 30,000 38.6 28,000 48.5 13,000 987.9 103.34



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 129,590,659 株 24年3月期 129,590,659 株
② 期末自己株式数 25年3月期 3,790,339 株 24年3月期 3,703,832 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 125,851,970 株 24年3月期 128,746,690 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 115,675 △8.8 △23,226 ― △11,658 ― 2,075 ―
24年3月期 126,769 18.9 △19,232 ― △2,558 ― △8,581 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 16.49 16.46
24年3月期 △66.65 ―

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

25年3月期 711,749 320,124 44.8 2,534.28
24年3月期 678,971 327,864 48.1 2,593.15

（参考） 自己資本 25年3月期  318,813百万円 24年3月期  326,444百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表の監査手続は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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仮定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5ページ「2014年3月期の連結見通し」をご覧ください。 
 
平成25年4月26日（金）17時より、決算説明会の模様をライブ動画配信いたします。英語による同時通訳も併せてライブ動画配信しますので、ご利用ください。 
決算説明会プレゼンテーション資料は、平成25年4月26日（金）16時45分頃にIRウェブサイト決算説明会ぺージに掲載する予定です。 
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