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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年12月31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３四半期 101,773 △10.5 1,250 △40.4 1,426 △36.9 673 △51.4

29年３月期第３四半期 113,744 25.6 2,098 110.0 2,259 88.4 1,385 33.1
(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 2,154百万円( 30.8％) 29年３月期第３四半期 1,647百万円( 148.1％)
　

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

30年３月期第３四半期 52.09 51.94

29年３月期第３四半期 104.06 103.96
　

※当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首
に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定
しております。

　

（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３四半期 128,647 29,270 22.3

29年３月期 118,254 28,641 23.8
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 28,668百万円 29年３月期 28,203百万円
　
　
　

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 ― 11.00 11.00

30年３月期 ― 5.00 ―

30年３月期(予想) 26.00 ―
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

平成30年３月期期末配当金の内訳
普通配当16円 創立70周年記念配当10円
※当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。
これに伴い平成30年３月期（予想）の１株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を
記載し、年間配当金合計は「―」を記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成30年３月期（予想）の１株
当たり期末配当金は５円20銭となり、１株当たり年間配当金は10円20銭となります。詳細につきましては、「業績予
想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

　

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 160,000 6.1 2,200 △27.8 2,500 △26.3 1,500 △29.9 116.31
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

※平成30年３月期通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮して
おります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

決算短信（宝印刷） 2018年02月08日 14時30分 1ページ（Tess 1.50(64) 20171211_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)

新規 －社 、除外 －社
　

　

（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３Ｑ 13,120,650株 29年３月期 13,120,650株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ 386,396株 29年３月期 99,930株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Ｑ 12,927,525株 29年３月期３Ｑ 13,311,814株

　
（注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施したため、前連結会計年度の
　期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しており
　ます。

　

※ 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
　業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の
業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

（株式併合後の配当および業績予想について）
当社は、平成29年６月27日開催の第94回定時株主総会において、株式併合について承認可決されましたので、
平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。
なお、株式併合を考慮しない場合の平成30年３月期の配当予想および連結業績予想は以下のとおりとなって
おります。

１．平成30年３月期の配当予想
　 １株当たり配当金 第２四半期末 ５円 期末 ５円20銭（普通配当３円20銭 記念配当２円）

２．平成30年３月期の連結業績予想
　 １株当たり当期純利益 通期 23円26銭
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成30年３月期通期の個別業績予想につきましては、当第４四半期に予想しておりました一部の大口受注案件の受渡

が翌期に期ずれする見通しとなり、売上高、営業利益、経常利益は前回予想を下回るものの、当期純利益は、政策保有

株式の一部売却を見込んでおり前回予想を上回る見込みとなります。

　一方、連結業績予想につきましては、中国子会社における取引による貸倒引当金繰入の影響、タイ子会社における

プリント基板の量産開始の遅れに加え、一部の国内子会社において大口受注案件の受渡が翌期に期ずれする見通しで

ある等の要因により、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が前回予想を下回る見込みと

なりますので、以下の通り業績予想を修正いたします。

　なお、詳細につきましては、平成30年２月９日に「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」を公表して

おりますのでご参照ください。

平成30年３月期通期 連結業績予想数値の修正（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

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

前回発表予想（A）
百万円

165,000
百万円

3,300
百万円

3,500
百万円

2,200
円 銭

170.49

今回修正予想（B） 160,000 2,200 2,500 1,500 116.31

増減額（B－A） △5,000 △1,100 △1,000 △700 ―

増減率（％） △3.0 △33.3 △28.6 △31.8 ―

（ご参考）前期連結実績
（平成29年３月期） 150,742 3,046 3,390 2,140 161.29

　（注）１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。

平成30年３月期通期 個別業績予想数値の修正（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

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

前回発表予想（A）
百万円

148,000
百万円

2,250
百万円

2,550
百万円

1,700
円 銭

131.60

今回修正予想（B） 140,000 2,050 2,400 1,800 139.42

増減額（B－A） △8,000 △200 △150 100 ―

増減率（％） △5.4 △8.9 △5.9 5.9 ―

（ご参考）前期個別実績
（平成29年３月期） 134,980 2,470 2,759 1,825 137.36

　（注）１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。

※ 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後

　さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。
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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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,210 13,283

受取手形及び売掛金 35,427 40,404

リース投資資産 257 176

有価証券 310 293

商品及び製品 3,334 3,456

仕掛品 86 98

原材料及び貯蔵品 1,025 1,039

前渡金 43,878 49,015

繰延税金資産 313 279

その他 958 990

貸倒引当金 △31 △380

流動資産合計 99,771 108,656

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 528 1,357

機械装置及び運搬具 632 694

工具、器具及び備品 297 280

賃貸用資産 666 669

リース資産 55 77

土地 673 661

建設仮勘定 1,990 1,168

有形固定資産合計 4,845 4,908

無形固定資産

のれん 935 751

施設利用権 118 118

ソフトウエア 95 127

その他 72 46

無形固定資産合計 1,221 1,043

投資その他の資産

投資有価証券 11,446 13,064

長期貸付金 98 88

繰延税金資産 182 190

その他 719 727

貸倒引当金 △30 △31

投資その他の資産合計 12,416 14,038

固定資産合計 18,483 19,990

資産合計 118,254 128,647
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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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 30,038 36,363

短期借入金 6,608 6,681

リース債務 19 23

未払金 952 650

未払法人税等 914 85

前受金 44,391 48,285

賞与引当金 499 229

役員賞与引当金 42 21

繰延税金負債 0 0

その他 733 983

流動負債合計 84,201 93,323

固定負債

長期借入金 2,064 2,099

リース債務 40 56

退職給付に係る負債 2,303 2,389

役員退職慰労引当金 30 28

繰延税金負債 768 1,269

その他 204 209

固定負債合計 5,411 6,053

負債合計 89,613 99,377

純資産の部

株主資本

資本金 6,728 6,728

資本剰余金 2,097 2,097

利益剰余金 16,675 16,311

自己株式 △134 △785

株主資本合計 25,366 24,351

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,125 4,369

為替換算調整勘定 △296 △53

退職給付に係る調整累計額 8 2

その他の包括利益累計額合計 2,837 4,317

新株予約権 57 123

非支配株主持分 380 478

純資産合計 28,641 29,270

負債純資産合計 118,254 128,647
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 113,744 101,773

売上原価 103,099 91,515

売上総利益 10,645 10,258

販売費及び一般管理費 8,546 9,007

営業利益 2,098 1,250

営業外収益

受取利息 7 9

受取配当金 81 113

有価証券売却益 19 80

持分法による投資利益 43 -

為替差益 27 -

その他 112 101

営業外収益合計 292 304

営業外費用

支払利息 72 79

持分法による投資損失 - 5

為替差損 - 2

その他 59 40

営業外費用合計 131 127

経常利益 2,259 1,426

特別利益

投資有価証券売却益 13 26

特別利益合計 13 26

特別損失

関係会社株式評価損 - 23

特別損失合計 - 23

税金等調整前四半期純利益 2,272 1,430

法人税、住民税及び事業税 931 787

法人税等調整額 △56 △13

法人税等合計 874 773

四半期純利益 1,398 656

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,385 673

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（△）

13 △16

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,006 1,235

為替換算調整勘定 △838 260

退職給付に係る調整額 78 △6

持分法適用会社に対する持分相当額 2 8

その他の包括利益合計 248 1,497

四半期包括利益 1,647 2,154

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,673 2,153

非支配株主に係る四半期包括利益 △25 1
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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３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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）

　当第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

　当第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

　該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

　当第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

　該当事項はありません。

（修正再表示）

　当第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

　該当事項はありません。
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