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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第２四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30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 ％

31年３月期第２四半期 6,865 △6.6 134 △23.5 249 8.2 281 79.2

30年３月期第２四半期 7,351 △5.6 176 △20.2 230 262.4 156 424.7
(注) 包括利益 31年３月期第２四半期 228百万円(△41.9％) 30年３月期第２四半期 392百万円( ―％)
　

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２四半期 5.63 ―

30年３月期第２四半期 3.13 ―
　

　

（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２四半期 25,454 19,473 76.5

30年３月期 25,561 19,646 76.9
(参考) 自己資本 31年３月期第２四半期 19,473百万円 30年３月期 19,646百万円
　

　

　

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 ― 2.00 ― 3.00 5.00

31年３月期 ― 2.00

31年３月期(予想) ― 3.00 5.00

(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 13,600 △8.6 140 △80.2 170 △76.8 200 △64.3 4.04
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

決算短信（宝印刷） 2018年10月30日 14時59分 1ページ（Tess 1.50(64) 20180621_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（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 ： 有
　

　

（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２Ｑ 54,772,564株 30年３月期 54,772,564株

② 期末自己株式数 31年３月期２Ｑ 5,430,918株 30年３月期 4,622,118株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期２Ｑ 49,928,480株 30年３月期２Ｑ 50,150,446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

本資料に記載されている業績予想等は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいており、当
社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は今後様々な要因により予想とは異
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、四
半期決算短信【添付資料】３ページ「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。
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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

連結 [減収・減益]

　平成31年３月期は、第四次中期経営計画“FPD to IoT”の３年目として、世界のIoT市場に向け、独自性のある高

付加価値製品の開発・生産及びサービスの提供を推進してまいります。フィルム事業は、家電や自動車、産業機器

など、インターネットを通して相互接続するIoT関連製品の事業拡大と、コンパクトクリーンコーターを活かした幅

広い分野での開発品の先行生産体制を構築し、品質及び利益率向上を目指します。データキッチン事業は、画像処

理技術を活かした付加価値の高いデータ編集、点群データの処理・活用を強化し、海外現地法人および国内外の協

力会社と共に、グローバルにビジネスを展開しております。

　売上は、欧州のIoT関連製品は堅調に推移しましたが、日本及び北米のIoT関連製品が低調に推移したことにより

減収となりました。営業利益は、前期より取り組んでいる製品の利益率改善によって、売上総利益率は前年同四半

期より向上したものの減益となりました。なお、連結子会社の木本新技術(上海)有限公司(在中国)の清算が結了し、

第１四半期で特別利益を計上しております。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は6,865百万円（前年同四半期比6.6％減）、営業利益

は134百万円（同23.5％減）、経常利益は249百万円（同8.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は281百万

円（同79.2％増）となりました。

　

個別 [減収・減益]

　売上は、IoT関連製品が低調に推移したことにより減収となりました。営業利益は、前期より取り組んでいる製品

の利益率改善によって、売上総利益率は前年同四半期より向上したものの減益となりました。。。。。

　これらの結果、当第２四半期累計期間における売上高は6,236百万円（前年同四半期比7.3％減）、営業利益は200

百万円（同5.1％減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

資産、負債、純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における資産、負債、純資産の状況は以下のとおりであります。なお、比較増減額

はすべて前連結会計年度末を基準としております。

(資産)

総資産は前連結会計年度末に比べ106百万円減少し、25,454百万円となりました。主な変動要因は、電子記録債

権の増加174百万円、たな卸資産の増加278百万円、受取手形及び売掛金の減少589百万円であります。

　

(負債)

負債は前連結会計年度末に比べ65百万円増加し、5,981百万円となりました。主な変動要因は、支払手形及び買

掛金の増加80百万円であります。

　

(純資産)

純資産は前連結会計年度末に比べ172百万円減少し、19,473百万円となりました。主な変動要因は、利益剰余金

の増加130百万円、自己株式の取得による減少250百万円であります。これらの結果、自己資本比率は前連結会計年

度末に比べ0.4ポイント下降し、76.5％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

当第２四半期業績は、日本及び北米のIoT関連製品が低調に推移したことにより減収となりました。

　第３四半期以降も厳しい状況が続くと見込まれることから、平成30年５月11日公表の業績予想を修正いたしま

した。詳細につきましては本日、別途公表の「第２四半期（累計）連結業績予想と実績値との差異及び通期業績

予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」をご参照願います。
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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30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,225 12,270

受取手形及び売掛金 3,878 3,288

電子記録債権 428 603

商品及び製品 523 592

仕掛品 377 489

原材料及び貯蔵品 421 518

その他 141 184

貸倒引当金 △11 △7

流動資産合計 17,984 17,939

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,664 2,587

機械装置及び運搬具（純額） 2,039 2,209

土地 791 791

建設仮勘定 209 54

その他（純額） 156 171

有形固定資産合計 5,861 5,814

無形固定資産

ソフトウエア 78 84

ソフトウエア仮勘定 24 15

その他 43 42

無形固定資産合計 146 142

投資その他の資産

投資有価証券 1,364 1,361

繰延税金資産 61 66

その他 306 304

貸倒引当金 △162 △172

投資その他の資産合計 1,569 1,558

固定資産合計 7,577 7,515

資産合計 25,561 25,454
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,128 1,209

電子記録債務 1,582 1,619

未払法人税等 152 121

賞与引当金 230 243

その他 620 569

流動負債合計 3,714 3,762

固定負債

退職給付に係る負債 2,021 2,048

長期預り金 100 99

繰延税金負債 56 45

その他 21 24

固定負債合計 2,200 2,218

負債合計 5,915 5,981

純資産の部

株主資本

資本金 3,274 3,274

資本剰余金 3,427 3,427

利益剰余金 13,957 14,088

自己株式 △1,170 △1,421

株主資本合計 19,488 19,368

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 403 405

為替換算調整勘定 △6 △85

退職給付に係る調整累計額 △238 △214

その他の包括利益累計額合計 158 105

純資産合計 19,646 19,473

負債純資産合計 25,561 25,454
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 7,351 6,865

売上原価 5,465 5,041

売上総利益 1,885 1,824

販売費及び一般管理費 1,709 1,689

営業利益 176 134

営業外収益

受取利息 6 2

受取配当金 10 19

受取手数料 2 0

物品売却益 1 1

為替差益 24 80

その他 11 13

営業外収益合計 55 116

営業外費用

支払利息 0 0

支払補償費 1 1

その他 0 0

営業外費用合計 1 2

経常利益 230 249

特別利益

投資有価証券売却益 0 -

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 - 142

特別利益合計 0 142

特別損失

固定資産廃棄損 1 3

投資有価証券評価損 0 -

和解金 27 -

特別損失合計 29 3

税金等調整前四半期純利益 200 387

法人税等 43 106

四半期純利益 156 281

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 156 281

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 165 1

為替換算調整勘定 39 △78

退職給付に係る調整額 30 23

その他の包括利益合計 235 △53

四半期包括利益 392 228

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 392 228

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、当第２四半期連結会計期間において、平成30年７月23日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を

808,800株、金額250百万円で取得いたしました。

なお、当第２四半期連結会計期間末における自己株式は5,430,918株となっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。

　

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第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。
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３．その他

（販売の状況）

事業区分

前第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）

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

(参考)前連結会計年度
（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

外部顧客への
売上高

（百万円）

前年同四半期
増減率
（％）

外部顧客への
売上高

（百万円）

前年同四半期
増減率
（％）

外部顧客への
売上高

（百万円）

前連結会計年度
増減率
（％）

フィルム 6,746 △4.4 6,365 △5.7 13,502 △3.5

データキッチン 146 △20.4 150 3.0 470 △5.2

コンサルティング 7 222.9 1 △75.7 20 34.1

その他 451 △16.6 348 △22.8 883 △20.1

合 計 7,351 △5.6 6,865 △6.6 14,877 △4.7

(注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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