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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第２四半期 2,747 20.5 △74 △121.2 △200 △145.4 △300 △180.3

28年３月期第２四半期 2,280 21.4 351 87.0 442 85.9 373 93.6
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 △532百万円(△402.2％) 28年３月期第２四半期 176百万円(△35.1％)
　

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

29年３月期第２四半期 △28.99 ―

28年３月期第２四半期 36.78 36.37
　

　

（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 ％

29年３月期第２四半期 11,108 4,486 39.6

28年３月期 7,316 4,956 67.7
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 4,399百万円 28年３月期 4,952百万円
　

　　

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

28年３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

29年３月期 ― 0.00

29年３月期(予想) ― 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

28年３月期期末配当金の内訳 普通配当７円50銭 記念配当２円50銭
29年３月期(予想)期末配当金の内訳 普通配当10円

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 6,439 53.2 77 △84.8 △75 △114.6 △232 △171.8 △22.50
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社（社名） 日本研紙株式会社 、除外 社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

（注）詳細につきましては、５ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）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。

　

（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) 29年３月期２Ｑ 10,696,320株 28年３月期 10,696,320株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 151,728株 28年３月期 483,028株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 10,353,321株 28年３月期２Ｑ 10,162,578株
　

※自己株式数は、信託口が所有する当社株式 28年３月期 376,900株、29年３月期２Ｑ 65,400株を含めて記載
しております。

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
・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きの対象外ではありますが、この四半期
決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。

※ 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、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、
４ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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

　

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国においては緩やかな景気回復傾向で推移しました。欧州で

は、英国のEU離脱問題により先行き不透明感が高まりました。また、中国を中心とした新興国においても景気減速

があり、先行き不透明な状況で推移しました。一方わが国の経済は、企業業績が回復基調にあるものの、円高の進

行を受け、一部不透明感が生じる傾向にあります。

このような中、当社グループは、引き続き経営基本方針である「業界をリードする製品事業の拡充」「受託事業

強化」「早い変化に対応できる経営基盤の整備」のもと、当社グループの強みであり基盤である研磨・塗布技術に

更なる磨きをかけ、顧客ニーズに合った製品開発、サービスの提供を目指す各種取り組みを進めてまいりました。

加え、2016年７月より日本研紙株式会社が当社連結子会社となり、より幅広い製品・サービスの提供に取り組んで

まいりました。

　

売上面においては、「製品事業」は、光ファイバー関連市場における研磨フィルム・ダイヤモンドフィルム等の

売上が減少した一方、日本研紙製品が加わったことによる売上の増加や半導体関連市場における装置売上が増加し

た結果、前年同期比での売上が増加しました。「受託事業」は、受託元からの受注減の影響を受け低調に推移しま

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27億47百万円（前年同期比20.5%増）となりました。

損益面においては、日本研紙製品売上の利益寄与がある一方、利益率の低い製品(研磨装置)の売上が増加したこ

とに加え、高付加価値製品の売上（光ファイバー関連市場）及び受託事業の売上が減少したことに伴い、売上総利

益率が悪化しました。加え、日本研紙株式取得関連費用（１億11百万円）の発生などにより、営業損失は74百万円

（前年同期は３億51百万円の営業利益）となりました。

米ドルに対する円高が進行したことにより営業外費用として為替差損64百万円が発生したことに加え、日本研紙

買収に伴う諸費用の発生などにより、経常損失は２億円（前年同期は４億42百万円の経常利益）となりました。

以上の結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は３億円（前年同期は３億73百万円の親会社株主に帰属する四

半期純利益）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

・製品事業

製品事業の売上高は、27億円（前年同期比28.0%増）となりました。日本研紙製品、半導体関連市場等における

装置の売上が増加した一方、光ファイバー関連市場における研磨フィルム・ダイヤモンド研磨フィルムの売上が

減少しました。

この結果、セグメント利益は86百万円（前年同期比82.8%減）となりました。

・受託事業

受託事業の売上高は、46百万円（前年同期比72.6%減）となりました。受託元の在庫調整などにより売上が減少

した結果、セグメント損失は１億61百万円（前年同期は１億54百万円のセグメント損失）となりました。

決算短信（宝印刷） 2016年11月11日 13時29分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



Mipox株式会社(5381) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

3

（２）財政状態に関する説明

　

(総資産)

当第２四半期連結会計期間末の総資産は111億８百万円となり、前連結会計年度末に比べて37億92百万円増加いた

しました。主な内容は、受取手形及び売掛金の増加９億91百万円、たな卸資産の増加10億14百万円、有形固定資産

の増加８億４百万円、無形固定資産の増加５億96百万円等であります。

(負債)

負債の部は66億22百万円となり、前連結会計年度末に比べて42億62百万円増加いたしました。主な内容は、支払

手形及び買掛金の増加５億30百万円、短期借入金の増加12億96百万円、長期借入金の増加19億26百万円等でありま

す。

(純資産)

純資産の部は44億86百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億70百万円減少いたしました。主な内容は、親

会社株主に帰属する四半期純損失３億円、配当金の支払による利益剰余金の減少１億５百万円、為替換算調整勘定

の減少２億27百万円、株式給付信託(J-ESOP)の株式給付等による自己株式の減少１億円、非支配株主持分の増加83

百万円等であります。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、39.6％となりました。

　

(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における現金及び現金同等物の四半期末残高（以下、「資金」という。）は、前連結会

計年度末から５百万円減少し、21億60百万円となりました。

(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ける営業活動により、資金は２億５百万円の減少（前年同期は２億42百万円の

増加）となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純損失２億26百万円、減価償却費１億83百万円、売上債

権の増加による減少２億31百万円、たな卸資産の増加による減少１億17百万円、前受金の増加１億80百万円等で

あります。

(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ける投資活動により、資金は５億95百万円の減少（前年同期は１億95百万円の

減少）となりました。主な内容は、投資有価証券の売却による収入82百万円、有形固定資産の取得による支出２

億48百万円、日本研紙株式会社の株式取得に伴う、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出４億13

百万円等であります。

(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ける財務活動により、資金は８億47百万円の増加（前年同期は１億97百万円の

減少）となりました。主な内容は、短期借入金の純増額２億84百万円、長期借入れによる収入20億円、長期借入

金の返済による支出12億12百万円、社債の償還による支出１億１百万円、配当金の支払額１億５百万円等であり

ます。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　

今後の業績予想については、平成28年11月８日付「平成29年３月期第２四半期累計期間および通期業績予想の修

正に関するお知らせ」により、修正いたしました。

個別業績予想の概要（参考情報）

平成29年３月期の個別業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、通期は対前期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

通期 3,307 9.0 △270 △207.6 △343 △310.4 △33 71

(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．個別通期業績予想は、平成28年11月８日に公表しました業績予想にて公表しました業績予想に変更はございま
せん。

２．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、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。
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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

当第２四半期連結会計期間において、株式取得により日本研紙株式会社及び同社子会社２社を連結の範囲に含め

ております。また、同社関連会社１社を持分法適用の範囲に含めております。

この結果、平成28年９月30日現在では、当社グループは、当社、子会社10社及び持分法適用関連会社１社により

構成されることとなりました。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間から適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

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あります。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,381,742 2,367,938

受取手形及び売掛金 947,841 1,939,149

電子記録債権 110,054 89,862

商品及び製品 307,523 312,314

仕掛品 411,908 1,144,406

原材料及び貯蔵品 159,520 436,646

繰延税金資産 124,031 69,560

その他 161,912 319,389

貸倒引当金 △1,535 △9,002

流動資産合計 4,602,999 6,670,266

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,907,551 4,648,672

機械装置及び運搬具 1,734,548 2,982,798

土地 186,890 880,354

その他 579,987 573,374

減価償却累計額 △4,057,301 △5,929,392

有形固定資産合計 2,351,676 3,155,807

無形固定資産

のれん 100,645 508,716

その他 170,133 358,628

無形固定資産合計 270,778 867,345

投資その他の資産

投資有価証券 32,722 170,601

退職給付に係る資産 - 155,407

繰延税金資産 4,954 11,053

その他 60,584 410,607

貸倒引当金 △6,819 △332,133

投資その他の資産合計 91,441 415,536

固定資産合計 2,713,895 4,438,688

資産合計 7,316,895 11,108,954

決算短信（宝印刷） 2016年11月11日 13時29分 8ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



Mipox株式会社(5381) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

7

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 231,206 762,067

短期借入金 - 1,296,943

1年内償還予定の社債 123,200 123,200

1年内返済予定の長期借入金 146,440 346,440

未払法人税等 30,413 24,694

賞与引当金 73,411 71,592

株式給付引当金 89,997 -

その他 416,372 821,320

流動負債合計 1,111,041 3,446,258

固定負債

社債 591,300 529,700

長期借入金 437,400 2,164,180

繰延税金負債 34,967 272,792

退職給付に係る負債 110,789 138,368

その他 74,620 71,444

固定負債合計 1,249,078 3,176,486

負債合計 2,360,119 6,622,744

純資産の部

株主資本

資本金 1,998,700 1,998,700

資本剰余金 1,603,343 1,588,734

利益剰余金 1,431,860 1,029,916

自己株式 △198,856 △97,868

株主資本合計 4,835,048 4,519,482

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 - △9,474

為替換算調整勘定 117,382 △110,435

その他の包括利益累計額合計 117,382 △119,910

新株予約権 4,345 3,012

非支配株主持分 - 83,625

純資産合計 4,956,776 4,486,210

負債純資産合計 7,316,895 11,108,954
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 2,280,355 2,747,669

売上原価 1,079,984 1,759,941

売上総利益 1,200,371 987,728

販売費及び一般管理費 849,040 1,062,051

営業利益又は営業損失（△） 351,330 △74,323

営業外収益

受取利息 278 1,420

受取賃貸料 6,628 -

為替差益 90,079 -

受取保険金 3,401 -

貸倒引当金戻入額 - 5,888

その他 13 1,600

営業外収益合計 100,401 8,909

営業外費用

支払利息 5,191 14,911

支払手数料 - 48,954

賃貸費用 1,916 -

為替差損 - 64,661

支払保証料 2,350 2,382

その他 157 4,430

営業外費用合計 9,615 135,340

経常利益又は経常損失（△） 442,117 △200,754

特別利益

固定資産売却益 10,225 2,522

投資有価証券売却益 - 2,369

新株予約権戻入益 9,522 157

特別利益合計 19,747 5,050

特別損失

固定資産除却損 6,978 8,167

減損損失 - 21,520

投資有価証券売却損 - 852

会員権評価損 2,200 -

特別損失合計 9,178 30,540

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（△）

452,686 △226,245

法人税、住民税及び事業税 77,121 12,976

法人税等調整額 1,791 56,245

法人税等合計 78,913 69,222

四半期純利益又は四半期純損失（△） 373,772 △295,467

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

373,772 △300,098

非支配株主に帰属する四半期純利益 - 4,631
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(単位：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 - △9,474

為替換算調整勘定 △197,488 △227,818

その他の包括利益合計 △197,488 △237,292

四半期包括利益 176,283 △532,759

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 176,283 △537,925

非支配株主に係る四半期包括利益 - 5,165
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（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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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（△）

452,686 △226,245

減価償却費 164,055 183,365

のれん償却額 - 21,141

減損損失 - 21,520

貸倒引当金の増減額（△は減少） - △4,177

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,946 △157

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 19,459 -

株式給付引当金の増減額（△は減少） 16,199 △89,997

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） - △11,330

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △4,630 △5,871

受取利息 △278 △1,420

支払利息 5,191 14,911

支払手数料 - 48,954

会員権評価損 2,200 -

固定資産売却損益（△は益） △10,225 △2,522

固定資産除却損 6,978 8,167

投資有価証券売却損益（△は益） - △1,517

新株予約権戻入益 △9,522 △157

売上債権の増減額（△は増加） △243,939 △231,325

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,609 △117,785

仕入債務の増減額（△は減少） △40,865 24,506

前受金の増減額（△は減少） △5,773 180,007

その他 △30,910 96,666

小計 321,961 △93,268

利息の受取額 278 1,497

利息の支払額 △5,224 △16,944

支払手数料の支払額 - △48,083

法人税等の支払額 △74,844 △48,531

営業活動によるキャッシュ・フロー 242,171 △205,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 - 82,628

有形固定資産の取得による支出 △178,672 △248,943

有形固定資産の売却による収入 10,494 5,628

有形固定資産の除却による支出 △3,823 △6,231

無形固定資産の取得による支出 △19,645 △26,023

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

- △413,233

その他 △3,477 10,183

投資活動によるキャッシュ・フロー △195,125 △595,991
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(単位：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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） △30,000 284,794

長期借入れによる収入 - 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △55,772 △1,212,337

社債の償還による支出 △41,600 △101,600

自己株式の取得による支出 △24 △55

自己株式の処分による収入 22,104 2,848

リース債務の返済による支出 △14,733 △15,909

配当金の支払額 △77,946 △105,049

その他 - △4,870

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,972 847,821

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,395 △52,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △197,322 △5,783

現金及び現金同等物の期首残高 1,991,166 2,166,299

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,793,844 2,160,516
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（４）四半期連結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。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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)

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)

報告セグメント 四半期連結
損益及び包括利
益計算書計上額製品事業 受託事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 2,110,159 170,195 2,280,355 2,280,355

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 2,110,159 170,195 2,280,355 2,280,355

セグメント利益又は損失(△) 505,345 △154,014 351,330 351,330

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と

一致しております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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)

報告セグメント 四半期連結
損益及び包括利
益計算書計上額製品事業 受託事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 2,700,984 46,685 2,747,669 2,747,669

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 2,700,984 46,685 2,747,669 2,747,669

セグメント利益又は損失(△) 86,853 △161,176 △74,323 △74,323

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と

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

(固定資産に係る重要な減損損失)

当社は減損損失を報告セグメントに配分しておりません。なお、当社は当第２四半期連結累計期間において

21,520千円の減損損失を計上しております。

　

(のれんの金額の重要な変動)

製品事業セグメントにおいて、日本研紙株式会社の株式取得に伴い、当第２四半期連結会計期間より、同社及び

同社子会社２社を連結の範囲に含めております。 なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計

期間において429,213千円であります。
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