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１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第２四半期 3,716 △2.3 △92 ― △102 ― △137 ―

2019年３月期第２四半期 3,806 △3.3 1 △99.5 54 △77.5 3 △97.5
(注) 包括利益 2020年３月期第２四半期 △246百万円( ―％) 2019年３月期第２四半期 △2百万円( ―％)

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

2020年３月期第２四半期 △11.60 ―

2019年３月期第２四半期 0.33 0.33

（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 ％

2020年３月期第２四半期 11,403 4,101 35.9

2019年３月期 12,568 4,466 35.5
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 4,096百万円 2019年３月期 4,461百万円

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

2019年３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

2020年３月期 ― 0.00

2020年３月期(予想) ― ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2020年３月期(予想)期末の配当金につきましては未定であります。

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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 8,302 9.8 56 ― 6 ― 242 ― 20.50
(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 ： 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) 2020年３月期２Ｑ 12,081,920株 2019年３月期 12,081,920株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 274,628株 2019年３月期 274,548株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 11,807,338株 2019年３月期２Ｑ 11,331,675株

※自己株式数は、信託口が所有する当社株式 2019年３月期 12,600株、2020年３月期２Ｑ 12,600株を含めて記載し
ております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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２四半期連結累計期間における世界経済は、米中貿易摩擦の長期化、中国経済の減速や地政学的リスク等も

あり、先行き不透明な状況が続いております。一方、わが国経済においては、世界経済の影響を受けて輸出や生産

に弱さがみられるものの、雇用や所得環境の改善などを背景に、緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような中、当社グループは、新たな経営基本方針である「エンジニアリングアプローチによる製品事業の付

加価値向上」「受託事業からエンジニアリングサービス事業への転換」「早い変化と多様性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「塗る・切る・磨く」の技術で、お客様の成功のための付

加価値を目指す各種取り組みを進めてまいりました。

当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は37億16百万円(前年同期比2.3％減)、営業損

失は92百万円(前年同期は営業利益１百万円)、経常損失は１億２百万円(前年同期は経常利益54百万円)、親会社株

主に帰属する四半期純損失は１億37百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益３百万円)を計上いたし

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34億22百万円(前年同期比4.7%減)、セグメント利益は31百万円(前年同期比53.1％減)とな

りました。半導体関連市場の装置売上が増加した一方で、日本研紙製品の売上、光ファイバー関連市場の売上、

ハードディスク関連市場の売上が減少し、相対的に利益率の低い製品の売上構成が高まったこと等により減収減

益となりました。

・受託事業

受託事業の売上高は２億94百万円(前年同期比37.8％増)、セグメント損失は１億24百万円(前年同期は66百万円

のセグメント損失)となりました。光学系特殊フィルムの受託塗布の需要増が主要因で売上が増加いたしました。

一方、受託事業の売上構成変化があったことに加えて、製品事業の売上構成変化による影響で、両事業に係る固

定費の負担が増加したこと等により増収減益となりました。

（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114億３百万円となり、前連結会計年度末に比べて11億65百万円減少いた

しました。主な内容は、現金及び預金の減少３億52百万円、有価証券の減少５億円、その他流動資産の減少２億53

百万円等であります。

(負債)

負債の部は73億１百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億円減少いたしました。主な内容は、短期借入金

の減少２億円、未払金の減少１億57百万円、長期借入金の減少４億52百万円等であります。

(純資産)

純資産の部は41億１百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億64百万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１億37百万円、配当金の支払による利益剰余金の減少１億18百万円、為替換算調

整勘定の減少１億９百万円であります。

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、35.9%となりました。
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（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８億51百万円減少し、27億65百万円となりました。

(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１億65百万円の増加（前年同期は５億41百万円の

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１億３百万円、減価償却費１億62百万円、未収入

金の減少による増加３億12百万円、仕入債務の増加１億26百万円、売上債権の増加による減少１億35百万円、未

払金の減少１億48百万円等であります。

(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79百万円の減少（前年同期は55百万円の減少）と

なりました。主な内容は、有形固定資産の取得による支出44百万円、無形固定資産の取得による支出31百万円等

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９億９百万円の減少（前年同期は６億70百万円の

増加）となりました。主な内容は、短期借入金の純減額２億円、長期借入金の返済による支出４億52百万円、社

債の償還による支出１億21百万円、配当金の支払額１億17百万円等であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2019年５月14日に公表いたしました2020年３月期の連結業績予想に変更はありません。
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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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,275,539 2,923,049

受取手形及び売掛金 1,819,343 1,828,328

電子記録債権 150,637 207,391

有価証券 500,000 -

商品及び製品 431,052 526,922

仕掛品 1,448,257 1,332,912

原材料及び貯蔵品 463,915 442,393

その他 560,023 306,292

貸倒引当金 △5,804 △3,970

流動資産合計 8,642,963 7,563,319

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,878,823 4,879,795

機械装置及び運搬具 3,081,713 3,062,195

工具、器具及び備品 377,921 381,042

土地 1,143,631 1,143,631

リース資産 426,941 487,504

建設仮勘定 79,120 47,045

減価償却累計額 △6,647,054 △6,749,230

有形固定資産合計 3,341,096 3,251,983

無形固定資産

ソフトウエア 107,086 118,120

電話加入権 377 377

無形固定資産合計 107,464 118,498

投資その他の資産

投資有価証券 10,000 10,000

退職給付に係る資産 320,543 320,627

繰延税金資産 18,431 20,231

その他 129,387 119,527

貸倒引当金 △1,149 △1,149

投資その他の資産合計 477,213 469,237

固定資産合計 3,925,774 3,839,720

資産合計 12,568,738 11,403,039
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 679,364 743,375

短期借入金 700,000 500,000

1年内償還予定の社債 243,200 240,800

1年内返済予定の長期借入金 887,085 866,083

リース債務 31,972 36,448

未払金 640,472 482,773

未払法人税等 24,721 33,008

賞与引当金 130,845 105,162

株式給付引当金 - 34,000

その他 695,685 712,927

流動負債合計 4,033,348 3,754,579

固定負債

社債 521,700 402,500

長期借入金 3,025,585 2,593,867

リース債務 134,899 179,953

繰延税金負債 226,947 230,110

株式給付引当金 23,000 -

退職給付に係る負債 122,221 126,273

その他 14,858 14,414

固定負債合計 4,069,212 3,547,119

負債合計 8,102,560 7,301,699

純資産の部

株主資本

資本金 2,365,898 2,365,898

資本剰余金 1,921,342 1,921,342

利益剰余金 264,918 9,718

自己株式 △139,117 △139,142

株主資本合計 4,413,041 4,157,816

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 48,700 △60,911

その他の包括利益累計額合計 48,700 △60,911

新株予約権 4,435 4,435

純資産合計 4,466,177 4,101,340

負債純資産合計 12,568,738 11,403,039
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 3,806,209 3,716,899

売上原価 2,520,857 2,568,564

売上総利益 1,285,352 1,148,334

販売費及び一般管理費 1,283,936 1,240,463

営業利益又は営業損失（△） 1,415 △92,128

営業外収益

受取利息 5,072 3,683

受取配当金 360 360

為替差益 23,596 733

貸倒引当金戻入額 53,135 -

移転補償金 - 2,720

雑収入 5,221 6,077

営業外収益合計 87,385 13,573

営業外費用

支払利息 16,545 18,403

支払手数料 15,031 3,729

支払保証料 2,332 1,743

その他 822 365

営業外費用合計 34,732 24,242

経常利益又は経常損失（△） 54,068 △102,797

特別利益

固定資産売却益 1,217 -

子会社清算益 3,070 -

特別利益合計 4,287 -

特別損失

固定資産除却損 223 387

特別損失合計 223 387

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（△）

58,132 △103,184

法人税、住民税及び事業税 52,179 33,823

法人税等調整額 2,225 △7

法人税等合計 54,404 33,815

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,727 △137,000

（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（△）

3,727 △137,000

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △5,889 △109,612

持分法適用会社に対する持分相当額 △269 -

その他の包括利益合計 △6,158 △109,612

四半期包括利益 △2,430 △246,612

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,430 △246,612

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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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（△）

58,132 △103,184

減価償却費 199,258 162,520

のれん償却額 15,887 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,005 △1,601

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,350 △24,739

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 214 -

株式給付引当金の増減額（△は減少） 10,223 11,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 1,342 △84

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △3,033 4,051

受取利息及び受取配当金 △5,432 △4,043

支払利息 16,545 18,403

支払手数料 15,031 3,729

固定資産売却損益（△は益） △1,217 -

固定資産除却損 223 387

子会社清算損益（△は益） △3,070 -

売上債権の増減額（△は増加） 7,004 △135,597

たな卸資産の増減額（△は増加） △475,943 △15,115

未収入金の増減額（△は増加） △44,225 312,780

仕入債務の増減額（△は減少） 213,708 126,974

未払金の増減額（△は減少） 301,885 △148,631

前受金の増減額（△は減少） 92,539 19,565

その他 △23,711 △38,605

小計 382,708 187,810

利息の受取額 5,610 4,043

収用補償金の受取額 243,000 9,644

利息の支払額 △16,139 △19,072

支払手数料の支払額 △15,031 △3,729

法人税等の支払額 △58,725 △13,367

営業活動によるキャッシュ・フロー 541,422 165,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 129,653 -

有形固定資産の取得による支出 △204,248 △44,996

有形固定資産の売却による収入 1,217 -

無形固定資産の取得による支出 △29,013 △31,458

長期貸付金の回収による収入 54,639 -

その他 △7,803 △2,706

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,555 △79,161
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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） 200,000 △200,000

長期借入れによる収入 400,000 -

長期借入金の返済による支出 △359,004 △452,720

社債の償還による支出 △121,600 △121,600

自己株式の取得による支出 △17 △24

自己株式の処分による収入 944 -

株式の発行による収入 670,044 -

リース債務の返済による支出 △14,712 △18,354

配当金の支払額 △104,991 △117,015

財務活動によるキャッシュ・フロー 670,661 △909,715

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,167 △27,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,169,695 △851,524

現金及び現金同等物の期首残高 2,875,892 3,617,155

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,045,588 2,765,630
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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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018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 3,592,758 213,451 3,806,209 3,806,209

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 3,592,758 213,451 3,806,209 3,806,209

セグメント利益又は損失（△） 68,193 △66,777 1,415 1,415

(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 2019年４月１日 至 2019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 3,422,689 294,210 3,716,899 3,716,899

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 3,422,689 294,210 3,716,899 3,716,899

セグメント利益又は損失(△) 31,972 △124,100 △92,128 △92,128

(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。
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