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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第2四半期 153,528 △2.0 14,639 8.6 13,654 66.0 9,953 55.8

29年3月期第2四半期 156,700 △9.9 13,480 △37.7 8,227 △62.2 6,387 △58.6

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　11,361百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△1,614百万円 （―％）

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2四半期 40.41 39.61

29年3月期第2四半期 24.92 24.44

(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2四半期 356,509 202,762 56.9

29年3月期 351,452 196,332 55.9

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 202,762百万円 29年3月期 196,332百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00

30年3月期 ― 20.00

30年3月期（予想） ― 20.00 40.00

（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、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 350,000 9.0 34,000 11.0 32,000 22.0 22,500 22.2 91.34

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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2Q 259,020,914 株 29年3月期 259,020,914 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 12,694,008 株 29年3月期 12,691,770 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 246,328,138 株 29年3月期2Q 256,331,524 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

(将来に関する記述等についてのご注意)

1.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P.2「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。

2.決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しております。
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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

当上半期における内外経済は、日本や米国では企業収益の改善、良好な雇用環境などを背景に堅

調に推移しました。また、欧州や新興国でも総じて緩やかな回復基調で推移しました。

この環境下、当第２四半期連結累計期間の売上高は、１，５３５億円となりました。セグメント

別内訳は、コンシューマが１，３０６億円、システムが１９０億円、その他が３８億円となりまし

た。

時計はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ®でスマートフォンと連携する中価格帯の「Ｇ－ＳＨＯＣＫ」（Ｇ－

ＳＴＥＥＬ）「ＥＤＩＦＩＣＥ」の売上が好調に推移しました。電卓は海外の新入学向け関数電卓

が好調に推移しました。

損益につきましては、コンシューマは１６９億円の営業利益となりました。システムは５億円の

営業利益、その他は２億円の営業利益となりました。時計は収益性の高い新製品の販売が好調に推

移し、高収益性を確保しました。電卓は海外で関数電卓が好調に推移し収益性を確保しました。シ

ステムは構造改革効果により大幅改善しました。また、経常利益は１３６億円、親会社株主に帰属

する四半期純利益は９９億円と大幅改善しました。

(2) 財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比５０億円増加の３，５６５億

円となりました。純資産は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末比６４億円増加

の２，０２７億円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末比１ポイント増

の５６．９％に改善されました。

キャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローは１３４億円の収

入、投資活動によるキャッシュ・フローは４６億円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは

５３億円の支出となり、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は、前連結会計

年度末比４１億円増加の１，２２９億円となりました。

当グループは今後も引き続き事業資産の効率的運営の徹底を図り、安定的かつ強靭な財務体質の

構築に取り組みます。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点での平成３０年３月期の連結業績予想につきましては、前回予想（平成２９年５月１０日

公表）に対して変更はありません。

当グループは今後も全世界で通用する独自技術を生かした新製品の積極的な世界展開により、長

期的視点に立った収益力強化、経営・財務体質強化に取り組みます。

　

(注) 業績見通しについて

①為替水準は１ＵＳ＄＝１１３円、１ユーロ＝１２８円を想定しております。

②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。実際の業績に影響を与える要素としては、当グループの事業をとりま

く経済情勢、対ドルをはじめとする主要為替相場の変動、製品販売価格の大幅な変動な

どが考えられますが、これらに限られるものではありません。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 55,197 63,691

受取手形及び売掛金 47,725 44,716

有価証券 43,920 40,500

製品 38,352 41,082

仕掛品 5,606 4,767

原材料及び貯蔵品 8,300 7,899

その他 34,895 35,681

貸倒引当金 △548 △571

流動資産合計 233,447 237,765

固定資産

有形固定資産

土地 34,090 33,567

その他（純額） 22,701 24,204

有形固定資産合計 56,791 57,771

無形固定資産 6,784 7,023

投資その他の資産

投資有価証券 35,153 35,208

退職給付に係る資産 13,122 13,616

その他 6,222 5,195

貸倒引当金 △67 △69

投資その他の資産合計 54,430 53,950

固定資産合計 118,005 118,744

資産合計 351,452 356,509
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 31,751 29,061

短期借入金 155 150

1年内返済予定の長期借入金 2,000 2,000

未払法人税等 2,593 3,594

製品保証引当金 772 779

事業構造改善引当金 631 594

その他 37,593 39,301

流動負債合計 75,495 75,479

固定負債

新株予約権付社債 10,023 10,018

長期借入金 61,000 61,000

事業構造改善引当金 784 784

退職給付に係る負債 491 399

その他 7,327 6,067

固定負債合計 79,625 78,268

負債合計 155,120 153,747

純資産の部

株主資本

資本金 48,592 48,592

資本剰余金 65,058 65,058

利益剰余金 92,228 97,254

自己株式 △19,942 △19,946

株主資本合計 185,936 190,958

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,138 9,575

為替換算調整勘定 △3,573 △2,202

退職給付に係る調整累計額 4,831 4,431

その他の包括利益累計額合計 10,396 11,804

純資産合計 196,332 202,762

負債純資産合計 351,452 356,509
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 156,700 153,528

売上原価 92,348 87,033

売上総利益 64,352 66,495

販売費及び一般管理費

給料手当及び賞与 16,795 17,090

その他 34,077 34,766

販売費及び一般管理費合計 50,872 51,856

営業利益 13,480 14,639

営業外収益

受取利息 207 214

受取配当金 205 223

その他 119 193

営業外収益合計 531 630

営業外費用

為替差損 5,453 992

その他 331 623

営業外費用合計 5,784 1,615

経常利益 8,227 13,654

特別利益

固定資産売却益 398 90

投資有価証券売却益 73 417

特別利益合計 471 507

特別損失

固定資産除却損 67 31

減損損失 19 －

特別損失合計 86 31

税金等調整前四半期純利益 8,612 14,130

法人税等 2,225 4,177

四半期純利益 6,387 9,953

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,387 9,953
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 6,387 9,953

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △725 437

為替換算調整勘定 △7,166 1,371

退職給付に係る調整額 △110 △400

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 △8,001 1,408

四半期包括利益 △1,614 11,361

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,614 11,361

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：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 8,612 14,130

減価償却費 4,518 4,200

減損損失 19 -

固定資産除売却損益（△は益） △331 △59

投資有価証券売却損益（△は益） △73 △417

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △133 △105

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △408 △493

受取利息及び受取配当金 △412 △437

支払利息 170 144

為替差損益（△は益） 1,869 △207

売上債権の増減額（△は増加） 3,958 3,701

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,964 △842

仕入債務の増減額（△は減少） △4,797 △2,638

その他 △1,475 △2,470

小計 16,481 14,507

利息及び配当金の受取額 472 521

利息の支払額 △173 △147

法人税等の支払額 △4,126 △1,425

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,654 13,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △563 △1,088

定期預金の払戻による収入 561 212

有形固定資産の取得による支出 △2,301 △3,918

有形固定資産の売却による収入 1,335 623

無形固定資産の取得による支出 △1,837 △1,970

投資有価証券の取得による支出 △19 △7

投資有価証券の売却及び償還による収入 463 1,403

その他 △39 108

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,400 △4,637

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） △102 △5

自己株式の取得による支出 △2 △4

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △462 △436

配当金の支払額 △5,767 △4,927

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,333 △5,372

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,614 737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,693 4,184

現金及び現金同等物の期首残高 128,057 118,755

現金及び現金同等物の四半期末残高 124,364 122,939
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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）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28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：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２コンシューマ システム その他 合計

売上高

　(1) 外部顧客への売上高 133,080 19,194 4,426 156,700 ― 156,700

　(2) セグメント間の内部
　 売上高

1 15 3,446 3,462 △3,462 ―

計 133,081 19,209 7,872 160,162 △3,462 156,700

セグメント利益
又は損失（△）

17,089 △1,414 164 15,839 △2,359 13,480

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,359百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△2,359百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社管理部

門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29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：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２コンシューマ システム その他 合計

売上高

　(1) 外部顧客への売上高 130,612 19,061 3,855 153,528 ― 153,528

　(2) セグメント間の内部
　 売上高

― 8 3,880 3,888 △3,888 ―

計 130,612 19,069 7,735 157,416 △3,888 153,528

セグメント利益
又は損失（△）

16,915 516 290 17,721 △3,082 14,639

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△3,082百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△3,082百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社管理部

門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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