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１．平成31年３月期第１四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30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 ％

31年３月期第１四半期 1,737 △9.5 9 △94.9 72 △55.6 47 △57.3

30年３月期第１四半期 1,920 83.5 188 ― 162 ― 110 ―
(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 41百万円(△71.3％) 30年３月期第１四半期 144百万円( ―％)

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

31年３月期第１四半期 4.26 4.21

30年３月期第１四半期 10.48 10.45

（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３月期第１四半期 13,416 5,316 39.6

30年３月期 12,067 4,865 40.2
(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 5,310百万円 30年３月期 4,856百万円

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３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

31年３月期 ―

31年３月期(予想) 0.00 ― 10.00 10.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

30年３月期期末配当金の内訳 普通配当10円00銭
31年３月期(予想)期末配当金の内訳 普通配当10円00銭

３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31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 8,400 7.3 417 8.0 429 31.2 346 30.6 32.97
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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（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３月期１Ｑ 11,781,920株 30年３月期 10,841,920株

② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 345,048株 30年３月期 345,008株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 11,064,402株 30年３月期１Ｑ 10,534,812株
　

※自己株式数は、信託口が所有する当社株式 30年３月期 75,100株、31年３月期１Ｑ 75,100株を含めて記載してお
ります。

　

※ 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
・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。
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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における世界経済は、米国や欧州では景気の回復基調が続き、中国・新興国において

も安定的に推移するなど、全体として堅調に推移しました。わが国の経済につきましても、企業収益や雇用の改善

などにより安定的に推移しました。

　

このような中、当社グループは、新たな経営基本方針である「エンジニアリングアプローチによる製品事業の付

加価値向上」「受託事業からエンジニアリングサービス事業への転換」「早い変化と多様性に対応できる経営基盤

の整備」のもと、当社グループの強みであり基盤である「塗る・切る・磨く」の技術で、お客様の成功のための付

加価値を目指す各種取り組みを進めてまいりました。

　

売上面においては、ハードディスク関連市場の売上が増加した一方、光ファイバー関連市場および「受託事業」

における売上が対前年同期比で減少しました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は前年同期比9.5%減の17億37百万円となりました。

　

損益面においては、売上の減少による影響に加え、人件費を中心に販管費が増加した結果、営業利益は９百万円

（前年同期比94.9%減）となりました。

経常利益は、為替差益の発生や貸倒引当金の戻入などがあったものの、前年同期比55.6%減の72百万円となりまし

た。

親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比57.3%減の47百万円となりました。

　

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　

・製品事業

製品事業の売上高は、16億66百万円（前年同期比4.3%減）となりました。ハードディスク関連市場において研

磨フィルムの売上が増加した一方、光ファイバー関連市場において研磨フィルム・ダイヤモンド研磨フィルムの

売上が減少しました。この結果、セグメント利益は42百万円（前年同期比75.4%減）となりました。

　

・受託事業

受託事業の売上高は、71百万円（前年同期比60.3%減）となりました。受託元の在庫調整などにより売上が減少

しました。この結果、セグメント損失は32百万円（前年同期は17百万円のセグメント利益）となりました。
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（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の総資産は134億16百万円となり、前連結会計年度末に比べて13億49百万円増加いた

しました。主な内容は、現金及び預金の増加10億19百万円、たな卸資産の増加３億66百万円等であります。

　

(負債)

負債の部は81億円となり、前連結会計年度末に比べて８億99百万円増加いたしました。主な内容は、支払手形及

び買掛金の増加１億70百万円、短期借入金の増加２億円、未払金の増加１億42百万円、長期借入金の増加２億24百

万円等であります。

　

(純資産)

純資産の部は53億16百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億50百万円増加いたしました。主な内容は、新

株予約権の行使による資本金の増加２億58百万円及び資本剰余金の増加２億58百万円、親会社株主に帰属する四半

期純利益47百万円、配当金の支払による利益剰余金の減少１億５百万円等であります。

　

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、39.6％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

　

今後の通期業績予想については、平成30年５月14日付「平成30年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」にて公表

しました業績予想に変更はございません。

詳細につきましては、「サマリー情報 ３. 平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31

日）」をご参照ください。

　

※ 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。
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Mipox株式会社(5381) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

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３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,165,583 4,184,649

受取手形及び売掛金 1,893,426 1,790,623

電子記録債権 179,367 118,766

商品及び製品 375,387 464,311

仕掛品 1,274,953 1,426,142

原材料及び貯蔵品 412,317 538,800

その他 215,340 348,625

貸倒引当金 △9,942 △4,351

流動資産合計 7,506,434 8,867,567

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,782,396 4,788,504

機械装置及び運搬具 3,075,420 3,096,297

土地 1,173,043 1,183,021

その他 709,012 750,790

減価償却累計額 △6,219,268 △6,291,855

有形固定資産合計 3,520,603 3,526,758

無形固定資産

のれん 262,140 254,196

その他 217,523 216,969

無形固定資産合計 479,664 471,166

投資その他の資産

投資有価証券 10,000 10,000

退職給付に係る資産 307,828 307,188

繰延税金資産 64,308 63,734

その他 232,789 171,529

貸倒引当金 △54,131 △996

投資その他の資産合計 560,794 551,455

固定資産合計 4,561,062 4,549,380

資産合計 12,067,496 13,416,947
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 646,692 816,738

短期借入金 400,000 600,000

1年内償還予定の社債 243,200 243,200

1年内返済予定の長期借入金 642,225 713,708

未払金 692,954 835,195

未払法人税等 59,291 27,939

賞与引当金 122,565 206,550

役員賞与引当金 - 508

株式給付引当金 19,162 25,912

その他 207,465 397,193

流動負債合計 3,033,557 3,866,946

固定負債

社債 764,900 684,900

長期借入金 2,838,533 2,991,978

繰延税金負債 204,490 204,514

退職給付に係る負債 133,517 130,666

その他 226,670 221,798

固定負債合計 4,168,111 4,233,857

負債合計 7,201,669 8,100,803

純資産の部

株主資本

資本金 2,028,693 2,287,670

資本剰余金 1,586,986 1,845,963

利益剰余金 1,337,886 1,279,251

自己株式 △160,129 △160,147

株主資本合計 4,793,436 5,252,737

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 63,238 57,563

その他の包括利益累計額合計 63,238 57,563

新株予約権 9,152 5,843

純資産合計 4,865,827 5,316,144

負債純資産合計 12,067,496 13,416,947
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 1,920,413 1,737,688

売上原価 1,160,378 1,103,582

売上総利益 760,035 634,105

販売費及び一般管理費 571,523 624,519

営業利益 188,511 9,585

営業外収益

受取利息 717 2,750

受取配当金 657 360

受取保険金 3,108 -

為替差益 - 21,963

保険解約返戻金 3,479 -

貸倒引当金戻入額 - 53,135

その他 2,177 2,611

営業外収益合計 10,139 80,820

営業外費用

支払利息 7,778 7,707

支払手数料 4,457 8,650

社債発行費 8,545 -

為替差損 8,830 -

支払保証料 1,003 1,190

持分法による投資損失 2,536 -

その他 2,540 514

営業外費用合計 35,693 18,062

経常利益 162,958 72,343

特別利益

固定資産売却益 - 1,225

投資有価証券売却益 1,499 -

子会社清算益 - 3,070

特別利益合計 1,499 4,295

特別損失

固定資産除却損 5,343 132

特別損失合計 5,343 132

税金等調整前四半期純利益 159,113 76,506

法人税、住民税及び事業税 46,771 29,015

法人税等調整額 1,959 406

法人税等合計 48,730 29,421

四半期純利益 110,382 47,085

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 110,382 47,085

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

決算短信（宝印刷） 2018年08月10日 09時42分 8ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）

6



Mipox株式会社(5381) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

(単位：千円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,506 -

為替換算調整勘定 35,476 △5,697

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 22

その他の包括利益合計 33,962 △5,674

四半期包括利益 144,345 41,410

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 144,345 41,410

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）

当社は、平成30年３月22日付発行の平成30年第１回新株予約権（第三者割当による行使価額修正条項付新株予約

権）の権利行使に伴う新株式発行により、当第１四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ

258,976千円増加しました。

この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本金が2,287,670千円、資本剰余金が1,845,963千円となって

おります。

　

（追加情報）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固

定負債の区分に表示しております。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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)

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：千円)

報告セグメント 四半期連結
損益及び包括利
益計算書計上額製品事業 受託事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 1,740,633 179,779 1,920,413 1,920,413

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 1,740,633 179,779 1,920,413 1,920,413

セグメント利益 170,882 17,628 188,511 188,511

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６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：千円)

報告セグメント 四半期連結
損益及び包括利
益計算書計上額製品事業 受託事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 1,666,329 71,358 1,737,688 1,737,688

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 1,666,329 71,358 1,737,688 1,737,688

セグメント利益又は損失(△) 42,097 △32,511 9,585 9,585

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と

一致しております。
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