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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 5,039 8.3 126 20.9 132 13.0 95 △2.5

29年３月期第１四半期 4,654 △0.9 104 △46.4 117 △43.3 98 △44.5
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 △46百万円( ―％) 29年３月期第１四半期 △213百万円( ―％)
　

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 6.69 ―

29年３月期第１四半期 6.86 ―
　　

（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 15,410 6,374 40.5

29年３月期 14,526 6,536 44.1
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 6,244百万円 29年３月期 6,405百万円
　　

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 ― 8.00 8.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) 0.00 ― 8.00 8.00
(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) 10,200 9.1 350 48.1 320 30.7 220 17.3 15.35

通期 21,000 8.3 850 21.3 800 13.0 550 △0.9 38.38
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

決算短信（宝印刷） 2017年07月27日 14時42分 1ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



※ 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)
　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

　
（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 14,624,000株 29年３月期 14,624,000株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 292,349株 29年３月期 291,847株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 14,332,065株 29年３月期１Ｑ 14,332,228株

　

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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）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１四半期連結累計期間の当社が属するプリント配線板業界の状況は、国内では景気の回復基調に伴い自動車関連

や家電製品の需要が好調に推移し、通信機器分野も成長した結果、全ての分野で前年同期を上回りました。

海外では中国やアジア新興国で景気が回復基調にあることから、需要は底堅く推移しました。

このような状況の中、当社グループの国内業績は、プリント配線板事業で自動車関連分野や映像関連分野の受注が増

加し、実装関連事業では、スマートグリッド関連や自動車関連分野の受注が好調に推移しました。海外では中国やイン

ドネシアでＬＥＤ照明等の家電製品が好調に推移した結果、売上高は前年同四半期を上回り、5,039百万円（前年同四半

期比8.3％増 384百万円の増収）となりました。

利益面は、銅箔価格高騰により主材料の銅張積層板価格が上昇しましたが、国内の好調な業績に支えられた結果、営

業利益は126百万円（前年同四半期比20.9％増 21百万円の増益）、経常利益は132百万円（前年同四半期比13.0％増 15

百万円の増益）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は95百万円（前年同四半期比2.5％減 ２百万円の減

益）となりました。

（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における総資産は、主に現金及び預金の増加1,292百万円、受取手形及び売掛金の減少

347百万円、原材料及び貯蔵品の増加111百万円等により、15,410百万円（前連結会計年度末比883百万円の増加）となり

ました。

　（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、主に支払手形及び買掛金の減少630百万円、短期借入金の増加1,603百

万円等により、9,035百万円（前連結会計年度末比1,044百万円の増加）となりました。

　（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、主に為替換算調整勘定の減少125百万円等により、6,374百万円（前

連結会計年度末比161百万円の減少）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

当期の業績につきましては、平成29年４月28日発表からの変更はございません。
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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
(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 3,288,929 4,581,468

受取手形及び売掛金 4,403,653 4,056,152

製品 637,457 632,972

仕掛品 392,562 386,442

原材料及び貯蔵品 966,788 1,078,472

繰延税金資産 77,733 78,611

その他 515,317 391,040

貸倒引当金 △16,545 △16,004

流動資産合計 10,265,894 11,189,155

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,367,522 3,335,252

減価償却累計額 △2,624,786 △2,626,181

建物及び構築物（純額） 742,735 709,071

機械装置及び運搬具 7,273,766 7,162,253

減価償却累計額 △5,416,125 △5,382,399

機械装置及び運搬具（純額） 1,857,641 1,779,854

土地 698,702 698,702

建設仮勘定 26,592 20,779

その他 1,003,082 1,022,055

減価償却累計額 △799,262 △807,940

その他（純額） 203,819 214,114

有形固定資産合計 3,529,492 3,422,522

無形固定資産 104,527 106,253

投資その他の資産

投資有価証券 253,036 218,991

繰延税金資産 115,741 156,155

その他 272,256 330,495

貸倒引当金 △14,083 △13,573

投資その他の資産合計 626,950 692,068

固定資産合計 4,260,970 4,220,844

資産合計 14,526,865 15,410,000
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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 3,855,047 3,224,769

短期借入金 1,999,880 3,603,482

1年内返済予定の長期借入金 164,782 164,782

リース債務 21,312 21,116

未払法人税等 95,245 90,251

賞与引当金 171,118 226,080

その他 558,748 605,317

流動負債合計 6,866,134 7,935,799

固定負債

長期借入金 352,271 302,638

リース債務 102,014 96,869

退職給付に係る負債 374,885 383,507

繰延税金負債 69,644 91,042

その他 225,573 225,542

固定負債合計 1,124,389 1,099,600

負債合計 7,990,524 9,035,400

純資産の部

株主資本

資本金 1,102,433 1,102,433

資本剰余金 1,153,716 1,153,716

利益剰余金 3,711,272 3,692,510

自己株式 △31,960 △32,176

株主資本合計 5,935,461 5,916,483

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 102,538 78,078

繰延ヘッジ損益 489 556

為替換算調整勘定 533,600 408,081

退職給付に係る調整累計額 △166,936 △158,756

その他の包括利益累計額合計 469,691 327,959

非支配株主持分 131,188 130,157

純資産合計 6,536,341 6,374,599

負債純資産合計 14,526,865 15,410,000
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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 4,654,196 5,039,053

売上原価 3,844,147 4,133,320

売上総利益 810,048 905,733

販売費及び一般管理費 705,627 779,456

営業利益 104,421 126,276

営業外収益

受取利息 201 576

受取配当金 829 709

為替差益 14,178 10,208

雑収入 10,683 7,177

営業外収益合計 25,893 18,671

営業外費用

支払利息 5,716 7,825

売上債権売却損 3,457 3,726

雑損失 4,107 1,136

営業外費用合計 13,282 12,688

経常利益 117,032 132,260

特別利益

固定資産売却益 598 544

特別利益合計 598 544

特別損失

固定資産売却損 ― 1,080

固定資産除却損 5,881 2,007

事業構造改善費用 2,298 ―

特別損失合計 8,180 3,088

税金等調整前四半期純利益 109,450 129,716

法人税、住民税及び事業税 11,325 31,256

法人税等合計 11,325 31,256

四半期純利益 98,124 98,459

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△258 2,564

親会社株主に帰属する四半期純利益 98,383 95,894
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四半期連結包括利益計算書

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)

四半期純利益 98,124 98,459

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,795 △24,460

繰延ヘッジ損益 △7,883 67

為替換算調整勘定 △301,246 △129,150

退職給付に係る調整額 5,931 8,215

その他の包括利益合計 △311,994 △145,327

四半期包括利益 △213,870 △46,867

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △199,627 △45,837

非支配株主に係る四半期包括利益 △14,242 △1,030
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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）

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)

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）

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)

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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