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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 3,609 △12.7 73    － 97     － 91     －

29年３月期第２四半期 4,133 △18.3 △185    － △124     － △2,624     －

（注）包括利益   30年３月期第２四半期  46百万円（－％）   29年３月期第２四半期 △2,997 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 11 62 －   

29年３月期第２四半期 △331 76 －   

 

 (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 23,957 16,205 67.6  

29年３月期 30,901 16,277 52.7  

（参考）自己資本   30年３月期第２四半期 16,205百万円   29年３月期 16,277百万円 

 

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 － 15 00 － 15 00 30 00 

30年３月期 － 15 00    

30年３月期（予想）  － 15 00 30 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 7,150 △16.8 100 △31.4 120 △46.6 110 － 13 91 

（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（連結範囲に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 

②①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 9,152,400株 29年３月期 9,152,400株

  ②期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 1,242,115株 29年３月期 1,242,115株

  ③期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 7,910,285株 29年３月期２Ｑ 7,910,368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、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。業績予想に関する事項に

ついては、四半期決算短信（添付資料）Ｐ.２「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。 

・決算補足説明資料は、平成29年11月14日(火)に開催予定の機関投資家・アナリスト向け説明会後すみやかに当社ホーム

ページに掲載する予定です。 
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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わが国経済は、地政学的なリスクはあるものの、雇用・所得環境の改善が

進むなど緩やかな回復基調で推移いたしました。 

 このような環境の中、当社グループの主力市場である中小型フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）市場は、

スマートフォン、タブレット端末向けで需要環境が変化していることや、カーナビゲーションのタッチパネルが

抵抗膜方式から静電容量方式へ需要の変化が進むなど厳しい状況で推移いたしました。 

 この結果、売上高は、36億９百万円（前年同期比12.7％減）となりました。損益につきましては、前期に実施

した固定資産の減損処理により減価償却費が大幅に減少したことに加え、原価低減、発生費用の削減など経営全

般にわたる効率化に取り組んだことから、営業利益は73百万円（前年同期は１億85百万円の営業損失）、経常利

益は97百万円（前年同期は１億24百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は91百万円（前年同

期は26億24百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。 

 

 品目別の状況は、次のとおりであります。なお、当社グループは、真空成膜関連製品等の製造、販売を行う単

一セグメントであるため、品目別に記載しております。 

（ＦＰＤ用基板） 

 液晶パネル用帯電防止膜は、スマートフォン向けで受注増加はあったものの、タブレット端末向けは受注が大

幅に減少いたしました。タッチパネル用透明導電膜は、スマートフォン向けは安定的に推移しましたが、カーナ

ビゲーション向けは抵抗膜方式から静電容量方式へ需要が移行したことから、抵抗膜方式向け受注は減少いたし

ました。 

 この結果、売上高は21億47百万円（前年同期比16.3％減）となりました。 

（その他） 

 その他製品につきましては、ＦＰＤ以外の製品・分野への展開を進めるべく、多種多様な製品・分野向けに薄

膜製品の販売活動に取り組みましたが、前期好調だった反射防止・防汚膜の受注が減少したことなどから売上高

は14億62百万円（前年同期比6.8％減）となりました。 

 

（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財政状態を前連結会計年度末と比較すると、総資産が69億43百万円、純資産が

72百万円それぞれ減少し、自己資本比率は67.6％となりました。 

 増減の主なものは、流動資産では受取手形及び売掛金が64億56百万円、流動負債では支払手形及び買掛金が64

億72百万円それぞれ減少しました。これは主に取引先からの有償支給材料が減少したことに伴うものであります。 

 

（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、前連結会計年度末

に比べ２億53百万円減少し、93億80百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は６億５百万円（前年同期比10.9％増）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損益が97百万円の利益となったことや、減価償却費２億10百万円及びたな

卸資産の減少２億82百万円があったことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は１億72百万円（前年同期は５億49百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出１億66百万円があったことなどによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は５億28百万円（前年同期比18.5％減）となりました。 

 これは、長期借入金の返済による支出４億10百万円及び配当金の支払額１億18百万円によるものであります。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成29年11月１日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表しました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 

(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 8,595,049 8,480,848 

受取手形及び売掛金 13,668,802 7,212,275 

有価証券 999,997 899,997 

商品及び製品 217,053 83,850 

仕掛品 378,429 431,914 

原材料及び貯蔵品 1,104,031 896,736 

その他 105,960 105,920 

貸倒引当金 △573 △569 

流動資産合計 25,068,751 18,110,973 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 830,116 813,319 

機械装置及び運搬具（純額） 1,101,815 976,200 

土地 1,630,751 1,630,751 

その他（純額） 149,117 228,846 

有形固定資産合計 3,711,801 3,649,117 

無形固定資産 155,914 148,900 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,244,400 1,326,716 

その他 721,217 722,795 

貸倒引当金 △1,004 △1,004 

投資その他の資産合計 1,964,613 2,048,507 

固定資産合計 5,832,330 5,846,525 

資産合計 30,901,081 23,957,499 
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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 11,794,894 5,322,541 

1年内返済予定の長期借入金 798,290 723,284 

未払法人税等 53,066 38,729 

賞与引当金 160,848 159,120 

その他 413,886 421,319 

流動負債合計 13,220,986 6,664,994 

固定負債    

長期借入金 1,231,260 896,256 

役員退職慰労引当金 8,100 8,100 

退職給付に係る負債 138,334 155,307 

その他 24,617 27,459 

固定負債合計 1,402,311 1,087,122 

負債合計 14,623,298 7,752,117 

純資産の部    

株主資本    

資本金 4,043,850 4,043,850 

資本剰余金 8,297,350 8,297,350 

利益剰余金 4,831,282 4,804,510 

自己株式 △1,311,154 △1,311,154 

株主資本合計 15,861,327 15,834,556 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 110,267 97,415 

為替換算調整勘定 273,652 238,829 

退職給付に係る調整累計額 32,535 34,580 

その他の包括利益累計額合計 416,455 370,825 

純資産合計 16,277,782 16,205,381 

負債純資産合計 30,901,081 23,957,499 
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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 4,133,691 3,609,895 

売上原価 3,495,759 2,674,139 

売上総利益 637,931 935,756 

販売費及び一般管理費 823,293 862,509 

営業利益又は営業損失（△） △185,362 73,246 

営業外収益    

受取利息 12,689 16,131 

受取配当金 5,488 4,687 

為替差益 36,936 － 

不動産賃貸料 5,552 2,640 

その他 9,912 16,670 

営業外収益合計 70,578 40,130 

営業外費用    

支払利息 5,959 3,576 

投資事業組合運用損 778 6,627 

為替差損 － 4,339 

不動産賃貸費用 1,509 595 

その他 1,455 946 

営業外費用合計 9,702 16,085 

経常利益又は経常損失（△） △124,486 97,290 

特別利益    

固定資産売却益 538,945 － 

特別利益合計 538,945 － 

特別損失    

減損損失 3,031,378 － 

特別損失合計 3,031,378 － 

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（△） 
△2,616,919 97,290 

法人税、住民税及び事業税 7,424 5,408 

法人税等合計 7,424 5,408 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,624,343 91,882 

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（△） 
△2,624,343 91,882 
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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) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,624,343 91,882 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △19,259 △12,852 

為替換算調整勘定 △357,040 △34,822 

退職給付に係る調整額 3,207 2,045 

その他の包括利益合計 △373,092 △45,629 

四半期包括利益 △2,997,435 46,253 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,997,435 46,253 

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 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又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
△2,616,919 97,290 

減価償却費 532,602 210,677 

固定資産売却損益（△は益） △538,945 － 

減損損失 3,031,378 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △103 △5 

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,026 △1,727 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 20,546 19,018 

受取利息及び受取配当金 △18,177 △20,819 

支払利息 5,959 3,576 

投資事業組合運用損益（△は益） 778 6,627 

為替差損益（△は益） △2,883 △123 

売上債権の増減額（△は増加） △977,150 6,455,478 

たな卸資産の増減額（△は増加） △683,146 282,731 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,065,639 △6,468,526 

その他 △273,518 16,505 

小計 529,033 600,704 

利息及び配当金の受取額 19,205 20,716 

利息の支払額 △5,836 △3,497 

法人税等の支払額 △868 △12,201 

法人税等の還付額 4,557 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 546,091 605,721 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券の売却及び償還による収入 100,000 100,000 

有形固定資産の取得による支出 △336,294 △166,460 

有形固定資産の売却による収入 878,981 － 

無形固定資産の取得による支出 △18,810 △10,200 

投資有価証券の取得による支出 △73,255 △100,454 

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,500 1,500 

貸付けによる支出 △9,858 △6,671 

貸付金の回収による収入 7,346 9,463 

投資活動によるキャッシュ・フロー 549,609 △172,823 

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 △530,010 △410,010 

配当金の支払額 △118,655 △118,654 

財務活動によるキャッシュ・フロー △648,665 △528,664 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △153,740 △18,434 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 293,294 △114,201 

現金及び現金同等物の期首残高 9,341,213 9,495,046 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,634,508 9,380,845 
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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。 

 

    （四半期連結貸借対照表に関する注記） 

 取引先からの有償支給材料に係る代金相当額が次の科目に含まれております。なお、有償支給材料代金は、

「売上高」及び「売上原価」から控除して表示しております。 

 
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） 

売掛金 

製品 

仕掛品 

原材料 

買掛金 

10,436,977千円 

87,484千円 

280,501千円 

234,490千円 

11,087,651千円 

4,401,282千円 

－千円 

331,945千円 

86,355千円 

4,853,048千円 
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