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1. 平成28年3月期第3四半期の業績（平成27年4月1日～平成27年12月31日）

(2) 財政状態

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第3四半期 1,493 24.6 230 103.3 253 66.8 238 23.9
27年3月期第3四半期 1,199 6.9 113 ― 152 224.4 192 ―

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3四半期 60.93 ―
27年3月期第3四半期 49.19 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

28年3月期第3四半期 8,203 7,294 88.9 1,863.35
27年3月期 8,097 7,096 87.6 1,812.67
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 7,294百万円 27年3月期 7,096百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
28年3月期 ― 0.00 ―
28年3月期（予想） 7.00 7.00

3. 平成28年 3月期の業績予想（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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

売上高 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,900 15.2 260 61.9 320 52.0 300 24.2 76.62



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

※ 注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年3月期3Q 5,000,000 株 27年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 1,085,036 株 27年3月期 1,085,036 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 3,914,964 株 27年3月期3Q 3,914,964 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の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、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等については、添付資
料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢が改善されるなど緩やかな回復基調で推移

しましたが、一方で中国経済の減速や米国の利上げ、中東情勢の緊迫化などにより、依然として先行き不透明な

状況にあります。

　スクリーン印刷用製版業界におきましては、主要顧客である電子部品・デバイス関連、とりわけスマートフォ

ンやタブレット端末の需要の増加により、民生用電子機器関連の一部製品の出荷額が増加傾向にありますが、本

格的な回復には至っておりません。

　このような状況のもと、当社におきましては、新たな生産設備への設備投資を実施すると共に高精度製品の安

定生産、売上高の拡大に取り組んでまいりました。その結果、売上高につきましては、製品売上高13億16百万円

（前年同期比 17.6％増）、商品売上高１億77百万円（前年同期比 121.6％増）となり、売上高合計14億93百万円

（前年同期比 24.6％増）となりました。

　利益面におきましては、売上高の増加と継続的に取り組んでまいりました経費削減等の影響により、営業利益２

億30百万円（前年同期比 103.3％増）、経常利益２億53百万円（前年同期比 66.8％増）、四半期純利益２億38百

万円（前年同期比 23.9％増）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

 ①スクリーンマスク

　当セグメントにおきましては、受動部品用の売上が増加したため、売上高10億77百万円（前年同期比 18.9％

増）、セグメント利益３億49百万円（前年同期比 39.9％増）となりました。

 ②フォトマスク

　当セグメントにおきましては、表示素子用の売上が増加したため、売上高２億38百万円（前年同期比 12.2％

増）、セグメント利益については93百万円（前年同期比 16.5％増）となりました。

 ③その他

　当セグメントにおきましては、印刷用資機材等の売上が堅調に推移した結果、売上高１億77百万円（前年同期

比 121.6％増）、セグメント利益27百万円（前年同期比 46.6％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して、１億６百万円増加して82億３百万円とな

りました。負債は、92百万円減少して９億８百万円となりました。純資産は、１億98百万円増加して72億94百万円

となり、その結果自己資本比率は、88.9％となりました

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　業績予想につきましては、平成27年５月11日に公表いたしました平成28年３月期の業績予想を修正することとい

たしました。詳細につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期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。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　該当事項はありません。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　　該当事項はありません。
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４．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,227,801 2,295,059

受取手形及び売掛金 475,417 615,079

有価証券 943,500 954,399

商品及び製品 4,038 4,051

仕掛品 30,439 34,035

原材料及び貯蔵品 55,966 60,428

その他 16,104 32,991

貸倒引当金 △2,044 －

流動資産合計 3,751,224 3,996,045

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 700,481 671,483

機械及び装置（純額） 136,362 117,387

土地 1,390,510 1,390,510

その他（純額） 19,218 23,604

有形固定資産合計 2,246,572 2,202,986

無形固定資産 5,794 4,807

投資その他の資産

投資有価証券 1,852,323 1,652,005

長期預金 － 100,000

その他 241,530 247,830

投資その他の資産合計 2,093,853 1,999,836

固定資産合計 4,346,220 4,207,630

資産合計 8,097,444 8,203,675

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 151,821 232,961

未払法人税等 29,955 37,512

引当金 31,554 17,610

その他 306,281 152,532

流動負債合計 519,611 440,615

固定負債

退職給付引当金 27,637 18,534

役員退職慰労引当金 354,246 360,708

繰延税金負債 99,427 88,873

固定負債合計 481,311 468,116

負債合計 1,000,922 908,731

純資産の部

株主資本

資本金 925,750 925,750

資本剰余金 1,405,550 1,405,550

利益剰余金 5,239,209 5,458,176

自己株式 △681,151 △681,151

株主資本合計 6,889,357 7,108,325

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 207,163 186,618

評価・換算差額等合計 207,163 186,618

純資産合計 7,096,521 7,294,944

負債純資産合計 8,097,444 8,203,675
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（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成27年４月１日

　至　平成27年12月31日)

売上高 1,199,384 1,493,854

売上原価 806,231 980,569

売上総利益 393,153 513,285

販売費及び一般管理費 279,767 282,825

営業利益 113,385 230,460

営業外収益

受取利息 29,062 26,218

為替差益 9,975 312

投資有価証券売却益 433 －

その他 2,748 5,108

営業外収益合計 42,221 31,640

営業外費用

投資有価証券売却損 － 6,832

固定資産除却損 3,543 498

その他 0 1,150

営業外費用合計 3,543 8,480

経常利益 152,063 253,619

特別利益

受取弁済金 61,977 36,659

特別利益合計 61,977 36,659

税引前四半期純利益 214,040 290,278

法人税、住民税及び事業税 21,481 51,736

法人税等合計 21,481 51,736

四半期純利益 192,558 238,542
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（３）四半期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３四半期累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31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 その他

（注）
合計

スクリーンマスク フォトマスク 計

売上高

外部顧客への売上高 906,415 212,748 1,119,164 80,220 1,199,384

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 906,415 212,748 1,119,164 80,220 1,199,384

セグメント利益 249,950 80,510 330,461 18,429 348,890

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「スクリーン印刷用資機

材」等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計

「その他」の区分の利益

全社費用（注）

330,461

18,429

△235,504

四半期損益計算書の営業利益 113,385

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。

３．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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Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31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 その他

（注）
合計

スクリーンマスク フォトマスク 計

売上高

外部顧客への売上高 1,077,350 238,760 1,316,111 177,743 1,493,854

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,077,350 238,760 1,316,111 177,743 1,493,854

セグメント利益 349,727 93,779 443,507 27,020 470,527

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「スクリーン印刷用資機

材」等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計

「その他」の区分の利益

全社費用（注）

443,507

27,020 

△240,067

四半期損益計算書の営業利益 230,460

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。

３．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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