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1. 平成31年1月期第1四半期の連結業績（平成30年2月1日～平成30年4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 ％

31年1月期第1四半期 24,173 12.6 2,492 53.2 2,509 53.8 1,697 57.6

30年1月期第1四半期 21,476 △9.3 1,627 △29.1 1,632 △30.2 1,077 △32.5

（注）包括利益 31年1月期第1四半期　　1,676百万円 （54.3％） 30年1月期第1四半期　　1,086百万円 （△31.3％）

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

31年1月期第1四半期 35.29 ―

30年1月期第1四半期 22.40 ―

(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 ％

31年1月期第1四半期 47,819 26,176 54.7

30年1月期 43,968 25,510 58.0

（参考）自己資本 31年1月期第1四半期 26,176百万円 30年1月期 25,510百万円

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

30年1月期 ― 15.00 ― 21.00 36.00

31年1月期 ―

31年1月期（予想） 17.00 ― 17.00 34.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）平成30年１月期期末配当金の内訳　普通配当19円00銭　記念配当2円00銭

3. 平成31年 1月期の連結業績予想（平成30年 2月 1日～平成31年 1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) 42,000 4.4 2,770 △4.8 2,810 △5.2 1,910 △3.7 39.70

通期 79,000 5.1 4,700 2.4 4,800 1.2 3,230 0.3 67.14

（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） 31年1月期1Q 48,424,071 株 30年1月期 48,424,071 株

② 期末自己株式数 31年1月期1Q 316,325 株 30年1月期 316,042 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年1月期1Q 48,107,884 株 30年1月期1Q 48,109,556 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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）

　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当たっての注意事項等については、【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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

　四半期決算補足資料は平成30年6月8日(金)に当社ホームページに掲載いたします。
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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 

当第１四半期連結累計期間（平成30年２月１日～平成30年４月30日）における我が国経済は、

企業収益や雇用環境の改善効果もあり、緩やかな回復基調が継続しました。 

当ディスプレイ業界の事業環境につきましても、公共投資が底堅く推移し、企業の設備投資に

も持ち直しの動きがみられる等、引き続き堅調に推移しました。 

このような状況のもと当グループは、新たに策定した中期経営計画（平成31年１月期～平成33

年１月期）に基づき、市場の活性化が見込まれる新中期経営計画期間中の需要増加を確実に取り

込むとともに、継続的な成長と更なる企業価値の向上を目標に事業活動を展開してまいりまし

た。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は241億73百万円（前年同四半期比12.6％増）

となり、営業利益は24億92百万円（前年同四半期比53.2％増）、経常利益は25億９百万円（前年

同四半期比53.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は16億97百万円（前年同四半期比

57.6％増）となりました。 

なお、当第１四半期連結累計期間の受注高は180億37百万円（前年同四半期比6.9％減）となり

ました。 

（２）財政状態に関する説明 

（資産の部） 

　資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて8.8％増加し、478億19百万円となりました。

これは、主に有価証券が４億円減少したものの、受取手形・完成工事未収入金等が31億83百万

円、未成工事支出金等が５億87百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

（負債の部） 

　負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて17.3％増加し、216億42百万円となりまし

た。これは、主に支払手形・工事未払金等が14億17百万円、未成工事受入金が19億66百万円それ

ぞれ増加したことによるものであります。 

（純資産の部） 

　純資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて2.6％増加し、261億76百万円となりまし

た。これは、主に剰余金の配当を10億10百万円行ったものの、親会社株主に帰属する四半期純利

益を16億97百万円計上したため、利益剰余金が６億87百万円増加したこと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 

概ね計画どおりに進捗しており、平成30年３月13日に発表した、平成31年１月期の業績予想に

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30年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成30年４月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金預金 11,784,866 12,051,914 

受取手形・完成工事未収入金等 9,565,122 12,748,863 

有価証券 3,200,899 2,800,294 

未成工事支出金等 9,410,931 9,998,029 

その他 1,274,602 1,251,956 

貸倒引当金 △33,361 △35,034 

流動資産合計 35,203,061 38,816,025 

固定資産 

有形固定資産 1,154,727 1,129,998 

無形固定資産 133,645 141,225 

投資その他の資産 

退職給付に係る資産 2,408,146 2,500,577 

その他 5,754,988 5,905,774 

貸倒引当金 △685,878 △674,594 

投資その他の資産合計 7,477,256 7,731,757 

固定資産合計 8,765,629 9,002,981 

資産合計 43,968,690 47,819,006 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 9,322,431 10,740,314 

1年内償還予定の社債 500,000 － 

未払法人税等 1,137,357 929,099 

未成工事受入金 2,814,738 4,781,180 

賞与引当金 1,243,475 526,431 

その他の引当金 258,842 362,795 

その他 1,624,628 2,733,668 

流動負債合計 16,901,474 20,073,490 

固定負債 

退職給付に係る負債 16,065 16,437 

引当金 70,627 74,404 

その他 1,469,799 1,477,850 

固定負債合計 1,556,491 1,568,691 

負債合計 18,457,965 21,642,182 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,026,750 4,026,750 

資本剰余金 4,024,974 4,024,974 

利益剰余金 16,147,338 16,834,967 

自己株式 △78,165 △78,489 

株主資本合計 24,120,897 24,808,203 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 1,394,503 1,372,731 

繰延ヘッジ損益 697 △1,822 

為替換算調整勘定 80,013 70,679 

退職給付に係る調整累計額 △85,387 △72,966 

その他の包括利益累計額合計 1,389,827 1,368,620 

純資産合計 25,510,724 26,176,823 

負債純資産合計 43,968,690 47,819,006 
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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29年２月１日 

  至  平成29年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自  平成30年２月１日 

  至  平成30年４月30日) 

売上高 21,476,666 24,173,732 

売上原価 17,785,776 19,532,589 

売上総利益 3,690,890 4,641,143 

販売費及び一般管理費 2,063,357 2,148,539 

営業利益 1,627,533 2,492,603 

営業外収益 

受取保険金 16,194 － 

仕入割引 11,605 12,551 

その他 18,479 16,261 

営業外収益合計 46,278 28,813 

営業外費用 

為替差損 6,786 8,616 

支払保証料 6,157 － 

その他 28,380 2,846 

営業外費用合計 41,324 11,463 

経常利益 1,632,487 2,509,953 

税金等調整前四半期純利益 1,632,487 2,509,953 

法人税、住民税及び事業税 550,552 884,874 

法人税等調整額 4,487 △72,818 

法人税等合計 555,039 812,055 

四半期純利益 1,077,447 1,697,898 

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,077,447 1,697,898 
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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29年２月１日 

  至  平成29年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自  平成30年２月１日 

  至  平成30年４月30日) 

四半期純利益 1,077,447 1,697,898 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △20,042 △21,771 

繰延ヘッジ損益 455 △2,520 

為替換算調整勘定 8,107 △9,334 

退職給付に係る調整額 20,498 12,420 

その他の包括利益合計 9,018 △21,206 

四半期包括利益 1,086,466 1,676,691 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 1,086,466 1,676,691 
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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）

　　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。 
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