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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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 ％

28年３月期第２四半期 12,958 △0.3 2,696 △15.8 2,681 △19.6 1,850 △16.6

27年３月期第２四半期 12,997 1.9 3,200 19.9 3,337 20.1 2,219 26.5
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 1,865百万円(△32.2％) 27年３月期第２四半期 2,751百万円(△21.1％)

　

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

28年３月期第２四半期 44.63 44.46

27年３月期第２四半期 53.54 53.04
　

　

（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 ％

28年３月期第２四半期 37,931 33,098 86.9

27年３月期 37,046 31,529 84.8
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 32,953百万円 27年３月期 31,398百万円
　　

　

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

27年３月期 － 7.00 － 8.00 15.00

28年３月期 － 7.50

28年３月期(予想) － 7.50 15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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 25,500 0.2 5,100 △4.5 5,100 △9.4 3,500 △5.1 84.43
(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
　

　

（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）詳細は、四半期決算短信(添付資料)４ページ「(２)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) 28年３月期２Ｑ 41,450,000株 27年３月期 41,450,000株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 77株 27年３月期 77株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 41,449,923株 27年３月期２Ｑ 41,449,923株
　

　

※ 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の対象外であり、この四半期決算短信の開示時
点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー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については、四半期決算短信(添付資料)３ページ「(３)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、米国は緩やかに拡大し、欧州やアジアは緩やかに回復した一

方で、中国は減速基調となりました。日本経済は雇用・所得環境の改善傾向が続く中、緩やかな回復基調の一

方、一部に鈍い動きも見られました。

このような環境の中、当社グループでは、グローバルかつ変化の大きい事業環境においても、継続的に成長で

きる収益体質を実現すべく、新製品の開発、新規市場の拡大、コストダウンを推進してまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は129億58百万円（前年同四半期比0.3％減）、営業利益

は26億96百万円（前年同四半期比15.8％減）、経常利益は26億81百万円（前年同四半期比19.6％減）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は18億50百万円（前年同四半期比16.6％減）となりました。

セグメント別では、光学フィルム事業におきましては、産業用や車載用LCDパネル向けの染料系偏光フィルム

の販売数量が増加しましたが、温度追従型楕円偏光フィルム(TEP)が減少し、売上高が減少しました。

　精密部品事業におきましては、通常の液晶プロジェクター向けの基板フィルム貼合品の販売数量が減少しまし

たが、無機偏光板ProFluxが伸長しました。X線分析装置部材につきましては、販売数量が減少しましたが、円安

により売上高を維持し、精密部品事業全体では売上高が増加しました。

　利益面におきましては、TEPの売上高の減少や販管費の増加により減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 ①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ８億84百万円増加し、379億31百万円とな

りました。主な増加は、現金及び預金の増加11億98百万円、受取手形及び売掛金の増加５億７百万円、主な減少

は、有価証券の減少１億19百万円、有形固定資産の減少２億34百万円であります。

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ６億84百万円減少し、48億32百万円となりま

した。主な減少は、支払手形及び買掛金の減少２億22百万円、未払法人税等の減少３億60百万円であります。

当第２四半期連結会計期間末の非支配株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ15億68百万円増加

し、330億98百万円となりました。主な増加は、親会社株主に帰属する四半期純利益18億50百万円、主な減少は、

株主配当金の支払３億31百万円であります。

　 ②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、151億81百万円（前年

同四半期は113億92百万円）となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそ

れらの要因は次のとおりであります。

　 （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る資金の増加は、20億24百万円（前年同四半期は資金の増加

21億45百万円）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益26億58百万円、減価償却費８億73百万

円、売上債権の増加５億74百万円、仕入債務の減少１億65百万円、法人税等の支払額11億１百万円であります。

（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る資金の減少は、５億77百万円（前年同四半期は資金の減少

６億58百万円）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出５億71百万円であります。
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（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る資金の減少は、３億60百万円（前年同四半期は資金の減少

５億35百万円）となりました。主な要因は、配当金の支払額３億25百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績の動向を踏まえ、平成27年５月８日に発表いたしました平成28年３月期の業績予想を修正いたしま

した。温度追従型楕円偏光フィルム(TEP)の需要の急激な減少と中国の景気後退の影響が引き続き懸念されるこ

とから、減収減益を見込んでおります。

　当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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

　 該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額

を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更い

たしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定

による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方

法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更

を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、

四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会

社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載

しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益に与える影響は軽微であり、税金等調整前四半期

純利益は29百万円減少しております。また、当第２四半期連結会計期間末の資本剰余金が29百万円増加しておりま

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

現金及び預金 12,846,390 14,044,915

受取手形及び売掛金 5,013,704 5,521,049

有価証券 1,271,695 1,152,316

商品及び製品 1,996,085 1,903,314

仕掛品 1,495,229 1,491,713

原材料及び貯蔵品 2,388,966 2,417,564

その他 1,303,174 956,965

貸倒引当金 △13,723 △13,602

流動資産合計 26,301,524 27,474,235

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,814,069 4,773,745

機械装置及び運搬具（純額） 2,979,269 2,600,544

その他（純額） 1,895,186 2,080,191

有形固定資産合計 9,688,525 9,454,480

無形固定資産

のれん 59,306 50,713

その他 823,865 770,438

無形固定資産合計 883,171 821,151

投資その他の資産

退職給付に係る資産 8,931 14,714

その他 175,205 188,052

貸倒引当金 △10,546 △21,162

投資その他の資産合計 173,589 181,604

固定資産合計 10,745,287 10,457,236

資産合計 37,046,812 37,931,472

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,230,613 2,007,773

1年内返済予定の長期借入金 75,000 75,000

未払法人税等 889,588 528,803

賞与引当金 425,726 357,166

役員賞与引当金 63,213 27,754

その他 999,517 1,118,988

流動負債合計 4,683,658 4,115,485

固定負債

長期借入金 75,000 37,500

退職給付に係る負債 23,721 19,686

資産除去債務 25,097 25,821

その他 709,457 634,299

固定負債合計 833,276 717,307

負債合計 5,516,934 4,832,793
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(単位：千円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,095,125 3,095,125

資本剰余金 2,761,941 2,791,614

利益剰余金 23,922,653 25,441,088

自己株式 △26 △26

株主資本合計 29,779,694 31,327,801

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 1,765,706 1,759,259

退職給付に係る調整累計額 △147,311 △133,948

その他の包括利益累計額合計 1,618,394 1,625,311

非支配株主持分 131,788 145,567

純資産合計 31,529,877 33,098,679

負債純資産合計 37,046,812 37,931,472
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

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 12,997,550 12,958,410

売上原価 6,918,260 7,094,859

売上総利益 6,079,289 5,863,550

販売費及び一般管理費 2,878,425 3,167,481

営業利益 3,200,864 2,696,069

営業外収益

受取利息 4,083 4,256

為替差益 107,337 －

原子力立地給付金 9,150 10,164

その他 19,260 6,508

営業外収益合計 139,831 20,928

営業外費用

支払利息 1,655 1,455

為替差損 － 32,701

その他 1,730 1,077

営業外費用合計 3,386 35,233

経常利益 3,337,308 2,681,764

特別利益

持分変動利益 20,094 －

特別利益合計 20,094 －

特別損失

固定資産除却損 2,423 22,989

特別損失合計 2,423 22,989

税金等調整前四半期純利益 3,354,979 2,658,775

法人税、住民税及び事業税 1,303,852 772,613

法人税等調整額 △177,568 27,893

法人税等合計 1,126,284 800,506

四半期純利益 2,228,695 1,858,268

非支配株主に帰属する四半期純利益 9,260 8,234

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,219,434 1,850,033
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四半期連結包括利益計算書

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)

四半期純利益 2,228,695 1,858,268

その他の包括利益

為替換算調整勘定 506,307 △6,549

退職給付に係る調整額 16,019 13,363

その他の包括利益合計 522,326 6,814

四半期包括利益 2,751,021 1,865,082

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,734,866 1,856,950

非支配株主に係る四半期包括利益 16,155 8,132
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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

税金等調整前四半期純利益 3,354,979 2,658,775

減価償却費 794,890 873,090

のれん及び負ののれん償却額 22,543 8,960

賞与引当金の増減額（△は減少） 139,601 △68,560

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,960 △35,459

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △8,832 △4,034

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 18,948 △5,783

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,277 10,685

受取利息及び受取配当金 △4,083 △4,256

支払利息 1,655 1,455

為替差損益（△は益） 7,736 △4,639

有形固定資産除却損 1,126 21,579

持分変動損益（△は益） △20,094 －

売上債権の増減額（△は増加） △683,771 △574,436

たな卸資産の増減額（△は増加） △140,301 64,859

仕入債務の増減額（△は減少） △266,813 △165,914

その他 222,400 292,166

小計 3,445,302 3,068,489

利息及び配当金の受取額 4,083 4,256

利息の支払額 △1,724 △1,438

法人税等の支払額 △1,301,803 △1,101,894

法人税等の還付額 － 55,459

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,145,857 2,024,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △657,941 △571,130

無形固定資産の取得による支出 △574 △1,204

その他 △257 △4,900

投資活動によるキャッシュ・フロー △658,773 △577,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △237,500 △37,500

配当金の支払額 △316,524 △325,798

非支配株主への配当金の支払額 △5,704 △9,805

その他 23,833 12,679

財務活動によるキャッシュ・フロー △535,895 △360,424

現金及び現金同等物に係る換算差額 268,499 △8,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,219,688 1,078,612

現金及び現金同等物の期首残高 10,172,742 14,103,145

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,392,430 15,181,758
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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）

【セグメント情報】

Ⅰ 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）

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
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

光学フィルム
事業

精密部品
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 7,157,358 5,840,192 12,997,550 － 12,997,550

セグメント間の内部売上高
又は振替高

134,970 － 134,970 △134,970 －

計 7,292,328 5,840,192 13,132,521 △134,970 12,997,550

セグメント利益 1,543,562 1,657,301 3,200,864 － 3,200,864

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益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

該当事項はありません。

Ⅱ 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）

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
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

光学フィルム
事業

精密部品
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 6,971,004 5,987,405 12,958,410 － 12,958,410

セグメント間の内部売上高
又は振替高

104,592 － 104,592 △104,592 －

計 7,075,596 5,987,405 13,063,002 △104,592 12,958,410

セグメント利益 1,366,495 1,329,574 2,696,069 － 2,696,069

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益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

該当事項はありません。
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