
証券コード7729

（平成27年4月1日～平成27年9月30日）

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。当社の第 93期第 2四半期株主通信を
お届けするにあたり、ご挨拶を申し上げます。
東京精密グループのモットーは、「WIN-WIN の仕事で世界 No.1 の製品を創ろう」です。お客様をはじめ、

お取引先、株主、従業員などステークホルダーの皆様と共に成長するWIN-WIN の関係を構築し、持続的に発展
していくことを目指しています。また、当社グループは、半導体製造装置および計測機器メーカーとして、お客様
の生産性向上に寄与する最先端の製品開発とカスタマーサポートに注力してまいりました。企業成長の必須条件
である「安全・健康」、「品質」、「環境・省エネルギー」、「全員力」を行動指針として、これまで培ってきた精密測
定技術と精密加工技術を活かし、優れた半導体製造装置と計測機器を開発・供給することを通じ、お客様、株主
の皆様、従業員、地域社会、国際社会など広く社会に貢献してまいります。

代表取締役社長CEO

当期の概況
　当第2四半期連結累計期間における内外経済情勢は、中国の経済成長
が一段と鈍化し、東南アジア諸国の景気停滞も続くなど、新興国全般に見
られる景気減速の懸念材料はあるものの、米国で個人消費の拡大や設備
投資の持ち直しなどによる緩やかな景気回復傾向が続いたほか、欧州経済
も個人消費が堅調で底堅く推移、日本でも企業収益や雇用情勢が引き続
き改善傾向を続けるなど、全体としては緩やかな回復基調となりました。
　このような状況下、当第 2四半期連結累計期間の連結業績は、受注高 

351億 36百万円（前年同期比 4.4%増）、売上高 379億 70百万円（前年
同期比 16.0%増）、営業利益 76億 45百万円（前年同期比 34.1%増）、
経常利益 76 億 76百万円（前年同期比 28.6%増）、親会社株主に帰属
する四半期純利益 54億65百万円（前年同期比 29.9%増）となりました。

〈半導体装置部門〉
　半導体製造装置部門では、スマートフォンは高機能モデルが堅調に推
移、サーバー向け半導体需要なども底堅かったものの、景気不透明感を増
す中国をはじめとする新興国における需要減退の影響から、夏場過ぎより
半導体メーカ各社の積極的な設備投資姿勢が見直され、製造設備の発注
を抑制する方向に転換しました。このため、当社装置の受注は第 1四半期
に比べ第2四半期に減少いたしました。累計期間実績はそれまでの好調な
受注を背景に売上高は前年同期に比べ増加しましたが、受注高はほぼ前年
同期並みに留まりました。
　この結果、受注高は206億 3百万円（前年同期比 0.8%減）、売上高は

238億83百万円（前年同期比 16.7%増）、営業利益は48億44百万円（前
年同期比 49.4%増）となりました。

〈計測機器部門〉
　計測機器部門では、主要ユーザーである自動車関連業界がワールド
ワイドな生産体制構築のため引き続き積極的な設備投資を進めたほか、
工作機械、航空関連業界向けも引き続き堅調に推移、国内中堅中小企
業マーケットにおける政府助成金の設備投資促進の政策効果も継続し
ました。このため、当社機器の受注、売上も堅調に推移し、累計期間実
績は前年同期に比べ増加いたしました。
　この結果、受注高は 145億 32百万円（前年同期比  12 .8%増）、
売上高は 140億 86百万円（前年同期比 14.7%増）、営業利益は 28億
1百万円（前年同期比 14.0%増）となりました。

業績見込・配当
　通期の連結業績予想につきまして、当第 2四半期連結累計期間の実績
および足許の状況を踏まえ、連結売上高は、当初予想を10億円増額し、
680億円といたしました。利益につきましては、当初予想と同じく、営業
利益 120億円、経常利益 120億円、親会社株主に帰属する当期純利益
86億 5千万円と予想しております。
　剰余金の配当につきましては、5月に公表いたしました利益配分に関す
る基本方針のとおり、業績に連動した利益配分を実施することを基本に、
当第 2四半期末の配当は 1株当たり26円とさせていただきました。
また、期末の配当も、同じく1株当たり26円を予想しております。

第93期第2四半期株主通信

コーポレートガバナンス

　今般、当社は「ACCRETECHコーポレート
ガバナンス基本方針」を制定いたしました。
右記基本方針の下、取締役および取締役会、
監査役および監査役会、役員報酬、ステーク
ホルダーとの協働等、当社のコーポレート
ガバナンスの骨格をお示ししております。

＜基本方針＞

●透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、 
　取締役会の役割・責務の適切な遂行に努める

●株主の権利を尊重し、株主の平等性の確保に努める

●中長期的な株主利益を尊重する投資方針の株主との 
　建設的な対話に努める

●株主以外のステークホルダー（お客様、仕入先、従業員、債権者、地域社会等） 
　との適切な協働に努める

●適切な情報開示と透明性の確保に努める

詳しくは、当社ホームページ  h t t p : / / w w w . a c c r e t e c h . j p / i r / b a s i c p o l i c y . h t m l   をご参照ください。
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科 目 前連結会計年度
（平成27年 3月31日）

当第2四半期連結会計期間
（平成27年 9月30日）

《資産の部》

流動資産 67,873 72,012

固定資産 30,584 29,178

有形固定資産 20,359 20,560

無形固定資産 1,125 884

投資その他の資産 9,098 7,733

資産合計 98,457 101,191

《負債の部》

流動負債 21,718 21,801

固定負債 2,367 1,752

負債合計 24,085 23,553

《純資産の部》

株主資本 69,820 74,100

資本金 10,295 10,364

資本剰余金 21,312 21,382

利益剰余金 38,325 42,468

自己株式 △ 113 △ 114

その他の包括利益累計額 3,995 2,922

新株予約権 385 421

非支配株主持分 169 192

純資産合計 74,371 77,637

負債純資産合計 98,457 101,191

四半期連結財務諸表
注：四半期連結財務諸表の数値は百万円未満を切り捨てて表示しています。

四半期連結貸借対照表 単位：百万円 四半期連結損益計算書 単位：百万円

四半期連結キャッシュ ･フロー計算書 単位：百万円

会社概要 株主メモ

http: / /www.accretech. jp

役員  代表取締役会長 太田　邦正 
 代表取締役社長CEO 吉田　均 
 代表取締役副社長COO 木村　龍一 
 代表取締役CFO 川村　浩一 
 取締役 遠藤　章宏 
 取締役 友枝　雅洋 
 取締役 伯耆田 貴浩 
 取締役 梅中　茂 
 取締役 ウォルフガング・ボナッツ 
 取締役（社外） 松本　弘一
 取締役（社外） 齋藤　昇三 
 監査役 澤田　栄夫 
 監査役（社外） 菊池　克治 
 監査役（社外） 井上　直美 
 監査役（社外） 林　芳郎

国内拠点 業務会社 東京都八王子市
 半導体社 東京都八王子市
 計測社 茨城県土浦市
 半導体関連営業所 3ヶ所
 計測関連営業所 14ヶ所
 グループ会社 5社22拠点
海外拠点 北米・南米 8ヶ所
 ヨーロッパ 5ヶ所
 ア ジ ア 53ヶ所

  株式の状況

  所有者別状況 （株式数比率）

（平成27年9月30日現在）

個人その他 ： 30.0%

金融機関 
証券会社 

：33.0%

その他国内法人 ：10.7%

外国人 
（個人・法人） 

：26.3%

事業年度 毎年4月1日～翌年3月31日

剰余金の配当 3月31日 
基準日 （中間配当を行う場合は9月30日）

定時株主総会 毎年6月中

単元株式数 100株

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 
 みずほ信託銀行株式会社

株式お手続き
お問い合わせ先
 

〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 みずほ信託銀行 証券代行部
 TEL：0120-288-324（フリーダイヤル）

 ※住所変更等の事務手続きは、
 お取引証券会社等にてお手続きください。

公告方法 電子公告（ホームページ）
 ただし、やむを得ない事由によって、電子
 公告による公告をすることができない場合
 には、日本経済新聞に掲載して行います。

株主名 持株数（千株） 出資比率（%）
日本マスタートラスト 
 信託銀行株式会社 (信託口） 4,042 9.8

日本トラスティ・サービス
 信託銀行株式会社 (信託口9) 1,800 4.3

公益財団法人精密測定技術振興財団 1,058 2.6

株式会社ツガミ 1,033 2.5

日本トラスティ・サービス
 信託銀行株式会社 (信託口 ) 978 2.4

科 目
前第2四半期連結累計期間
自 平成26年 4月  1日
至 平成26年 9月30日

当第2四半期連結累計期間
自 平成27年 4月  1日
至 平成27年 9月30日

売上高 32,744 37,970
売上原価 20,205 22,753
売上総利益 12,538 15,216
販売費及び一般管理費 6,839 7,570
営業利益 5,699 7,645
営業外収益 295 131
営業外費用 25 101
経常利益 5,968 7,676
特別利益 8 8
特別損失 4 0
税金等調整前四半期純利益 5,973 7,685
法人税等 1,740 2,195
四半期純利益 4,233 5,489
非支配株主に帰属する四半期純利益 26 23
親会社株主に帰属する四半期純利益 4,206 5,465

科 目
前第2四半期連結累計期間
自 平成26年 4月  1日
至 平成26年 9月30日

当第2四半期連結累計期間
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 7,123 5,603
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,155 △ 2,952
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 731 △ 1,487
現金及び現金同等物に係る換算差額 43 △ 90
現金及び現金同等物の増減額 5,280 1,074
現金及び現金同等物の期首残高 20,411 26,775

連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額 － 271

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,691 28,121

商号 株式会社 東京精密
（TOKYO SEIMITSU CO., LTD.）

設立 1949年3月28日
資本金 10,364百万円
証券取引所 東京証券取引所 市場第一部
会社が発行する 
株式の総数 110,501,100株

発行済株式の総数 41,414,381株
（うち、自己株式数34,951株）

株主数 19,715名

従業員数 1,538名

主要取引銀行 みずほ銀行 大手町営業部
三井住友銀行 本店営業部
みずほ信託銀行 本店営業部
三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店
商工組合中央金庫 東京支店
常陽銀行 土浦支店
筑波銀行 本店
八千代銀行 本店


