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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６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 ％

30年３月期第１四半期 1,920 83.5 188 ― 162 ― 110 ―

29年３月期第１四半期 1,046 △7.0 7 △95.7 △59 ― △67 ―
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 144百万円( ―％) 29年３月期第１四半期 △242百万円( ―％)
　

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

30年３月期第１四半期 10.48 10.45

29年３月期第１四半期 △6.56 ―
　

　

（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 ％

30年３月期第１四半期 11,106 4,668 42.0

29年３月期 11,347 4,630 40.8
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 4,666百万円 29年３月期 4,628百万円
　

　

　

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

29年３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) 0.00 ― 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
　　

29年３月期期末配当金の内訳 普通配当10円00銭
30年３月期(予想)期末配当金の内訳 普通配当10円00銭

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 3,943 43.5 234 ― 205 ― 138 ― 13.17

通期 8,000 24.8 448 100.9 417 179.9 306 ― 29.31
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、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 ： 無

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
　

　

（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) 30年３月期１Ｑ 10,696,320株 29年３月期 10,696,320株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 161,508株 29年３月期 161,508株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 10,534,812株 29年３月期１Ｑ 10,213,242株
　

※自己株式数は、信託口が所有する当社株式 29年３月期 75,100株、30年３月期１Ｑ 75,100株を含めて記載してお
ります。

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益や雇用の改善などにより緩やかな回復基調で推移

しました。一方世界経済は、欧米における政治的リスクや、地政学的リスクの高まりなどにより、先行き不透明な

状況が続いております。

　

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、平成28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、主に日本研紙製品の売上、および光ファイバー関連市場における研磨フィ

ルムの売上が増加した結果、「製品事業」における売上は対前年同期比で増加しました。

「受託事業」は、以前からの顧客受託案件が成果につながり売上が対前年同期比で増加しました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は19億20百万円（前年同期比83.5%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や、高付加価値製品の売上（光ファイバー関連市場）及び受託

事業の売上が増加したことに伴い、売上総利益率が良化しました。結果、営業利益は１億88百万円（前年同期は７

百万円の営業利益）となりました。

米ドルに対するマレーシアリンギット高が進行したことが主要因で営業外費用として為替差損８百万円が発生し

たことなどにより、経常利益は１億62百万円（前年同期は59百万円の経常損失）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利益は１億10百万円（前年同期は67百万円の親会社株主に帰属する

四半期純損失）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、17億40百万円（前年同期比69.5%増）となりました。日本研紙製品、光ファイバー関連市

場における研磨フィルムの売上が増加しました。

この結果、セグメント利益は１億70百万円（前年同期比120.0%増）となりました。

　

・受託事業

受託事業の売上高は、１億79百万円（前年同期比819.3%増）となりました。以前からの顧客受託案件が成果に

つながり売上が増加しました。この結果、セグメント利益は17百万円（前年同期は70百万円のセグメント損失）

となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　

(総資産)

当第１四半期連結会計期間末の総資産は111億６百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億40百万円減少いた

しました。主な内容は、現金及び預金の減少４億42百万円、受取手形及び売掛金の増加40百万円、電子記録債権の

増加28百万円、たな卸資産の増加１億21百万円等であります。

　

(負債)

負債の部は64億38百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億78百万円減少いたしました。主な内容は、短期

借入金の減少14億60百万円、社債の増加５億80百万円、長期借入金の増加５億13百万円、賞与引当金の増加52百万

円等であります。

　

(純資産)

純資産の部は46億68百万円となり、前連結会計年度末に比べて38百万円増加いたしました。主な内容は、親会社

株主に帰属する四半期純利益１億10百万円、為替換算調整勘定の増加35百万円、配当金の支払による利益剰余金の

減少１億６百万円等であります。

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、42.0％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　

第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間の実績および最近の業績動向を

踏まえ、平成29年５月15日付「平成29年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」にて公表しました業績予想を修正し

ております。

詳細につきましては、本日(平成29年８月９日)公表しました「平成30年３月期第２四半期累計期間の業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,997,113 2,554,924

受取手形及び売掛金 1,782,528 1,823,073

電子記録債権 177,982 206,542

商品及び製品 387,145 324,460

仕掛品 1,250,637 1,421,491

原材料及び貯蔵品 410,907 424,132

繰延税金資産 72,451 81,208

その他 189,731 230,052

貸倒引当金 △9,698 △9,857

流動資産合計 7,258,799 7,056,028

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,707,091 4,721,149

機械装置及び運搬具 2,959,546 2,974,096

土地 933,754 933,754

その他 575,473 577,136

減価償却累計額 △6,021,721 △6,104,155

有形固定資産合計 3,154,144 3,101,980

無形固定資産

のれん 293,915 285,971

その他 199,706 217,185

無形固定資産合計 493,621 503,157

投資その他の資産

投資有価証券 39,790 36,171

退職給付に係る資産 256,924 253,860

繰延税金資産 14,184 8,249

その他 311,043 329,773

貸倒引当金 △180,986 △182,238

投資その他の資産合計 440,957 445,815

固定資産合計 4,088,723 4,050,953

資産合計 11,347,522 11,106,982
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 776,132 802,294

短期借入金 1,460,000 -

1年内償還予定の社債 123,200 243,200

1年内返済予定の長期借入金 344,774 463,155

未払法人税等 18,215 44,942

賞与引当金 90,944 143,081

役員賞与引当金 - 9,975

株式給付引当金 - 4,790

その他 993,527 964,507

流動負債合計 3,806,793 2,675,945

固定負債

社債 468,100 928,100

長期借入金 1,992,626 2,387,635

繰延税金負債 267,529 272,251

退職給付に係る負債 131,200 129,642

その他 50,573 44,462

固定負債合計 2,910,029 3,762,091

負債合計 6,716,823 6,438,036

純資産の部

株主資本

資本金 1,998,700 1,998,700

資本剰余金 1,588,734 1,588,734

利益剰余金 1,178,922 1,183,205

自己株式 △100,706 △100,706

株主資本合計 4,665,649 4,669,933

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,506 -

為替換算調整勘定 △39,085 △3,616

その他の包括利益累計額合計 △37,578 △3,616

新株予約権 2,628 2,628

純資産合計 4,630,699 4,668,945

負債純資産合計 11,347,522 11,106,982
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 1,046,750 1,920,413

売上原価 673,017 1,160,378

売上総利益 373,732 760,035

販売費及び一般管理費 366,375 571,523

営業利益 7,357 188,511

営業外収益

受取利息 494 717

受取配当金 - 657

受取保険金 - 3,108

保険解約返戻金 - 3,479

その他 446 2,177

営業外収益合計 941 10,139

営業外費用

支払利息 2,849 7,778

支払手数料 14,000 4,457

為替差損 50,143 8,830

社債発行費 - 8,545

支払保証料 1,208 1,003

持分法による投資損失 - 2,536

その他 54 2,540

営業外費用合計 68,256 35,693

経常利益又は経常損失（△） △59,958 162,958

特別利益

投資有価証券売却益 - 1,499

特別利益合計 - 1,499

特別損失

固定資産除却損 7,243 5,343

特別損失合計 7,243 5,343

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（△）

△67,201 159,113

法人税、住民税及び事業税 325 46,771

法人税等調整額 △507 1,959

法人税等合計 △181 48,730

四半期純利益又は四半期純損失（△） △67,019 110,382

（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（△）

△67,019 110,382

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 - △1,506

為替換算調整勘定 △175,932 35,476

持分法適用会社に対する持分相当額 - △7

その他の包括利益合計 △175,932 33,962

四半期包括利益 △242,951 144,345

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △242,951 144,345

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６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 1,027,194 19,555 1,046,750 1,046,750

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 1,027,194 19,555 1,046,750 1,046,750

セグメント利益又は損失(△) 77,688 △70,331 7,357 7,357

(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１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６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 1,740,633 179,779 1,920,413 1,920,413

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 1,740,633 179,779 1,920,413 1,920,413

セグメント利益 170,882 17,628 188,511 188,511

(注) セグメント利益の合計額は、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。
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