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１．平成31年３月期第３四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30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 ％

31年３月期第３四半期 5,759 △5.1 45 △89.3 78 △80.2 9 △97.0
30年３月期第３四半期 6,071 31.1 425 ― 397 ― 302 ―

(注) 包括利益 31年３月期第３四半期 △45百万円( ―％) 30年３月期第３四半期 437百万円( ―％)

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３四半期 0.80 0.80

30年３月期第３四半期 28.81 28.77

（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３四半期 13,996 5,402 38.6

30年３月期 12,067 4,865 40.2
(参考) 自己資本 31年３月期第３四半期 5,398百万円 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 ― 0.00 ―

31年３月期(予想) 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 7,553 △3.5 20 △94.7 54 △83.5 17 △93.4 1.52
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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３Ｑ 12,081,920株 30年３月期 10,841,920株

② 期末自己株式数 31年３月期３Ｑ 274,548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３Ｑ 11,474,384株 30年３月期３Ｑ 10,497,262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３Ｑ 12,600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３四半期連結累計期間における世界経済は、米中貿易摩擦を背景とした中国経済の減速を背景に、先行きの

不透明感が急速に高まりました。国内経済については、底堅さがある一方で、米中貿易摩擦の影響やFRBの利上げ見

送りによる円高への警戒感も生まれています。

このような状況のもと、当社グループは、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が、売上面においては、「製品事業」

では日本研紙製品で売上が増加し、光ファイバー関連市場の売上が回復したものの、ハードディスク関連市場の売

上が減少しました。「受託事業」では、光学系特殊フィルム受託塗布の需要減が主要因で、売上が対前年同期比で

大幅に減少しました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は前年同期比5.1%減の57億59百万円となりました。

損益面においては、ハードディスク関連市場に係る売上の減少や、売上構成差による利益減の影響に加え、人件

費を中心に販管費が増加した結果、営業利益は45百万円（前年同期比89.3%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80.2%減の78百万円にとどまり

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97.0%減の９百万円となりました。

セグメント別の業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、53億68百万円（前年同期比0.7%増）となりました。日本研紙製品、半導体関連市場のク

リーニングシートの売上が増加しました。

この結果、セグメント利益は１億62百万円（前年同期比46.5%減）となりました。

・受託事業

受託事業の売上高は、３億90百万円（前年同期比47.2%減）となりました。光学系特殊フィルムの受託塗布の需

要減により売上が減少した結果、セグメント損失は１億16百万円（前年同期は１億21百万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３四半期連結会計期間末の総資産は139億96百万円となり、前連結会計年度末に比べて19億28百万円増加いた

しました。主な内容は、現金及び預金の増加11億23百万円、たな卸資産の増加４億97百万円、有形固定資産の増加

３億31百万円、無形固定資産の減少40百万円等であります。

(負債)

負債の部は85億93百万円となり、前連結会計年度末に比べて13億91百万円増加いたしました。主な内容は、短期

借入金の増加２億円、未払金の増加５億91百万円、長期借入金の増加４億44百万円、社債の減少２億１百万円等で

あります。

(純資産)

純資産の部は54億２百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億36百万円増加いたしました。主な内容は、新

株予約権の行使等による資本金の増加３億37百万円及び資本剰余金の増加３億34百万円、配当金の支払等による利

益剰余金の減少96百万円、為替換算調整勘定の減少54百万円等であります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、38.6％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

今後の通期連結業績予想につきましては、平成31年２月14日付「平成31年３月期通期業績予想の修正に関するお

知らせ」により、修正いたしました。

第３四半期連結累計期間の業績、および第４四半期の見通しを踏まえ、売上高、営業利益、経常利益および親会

社株主に帰属する当期純利益は前回発表予想を下回る見込みとなり、通期の連結業績予想の修正を行うものです。

通期連結業績予想の修正理由といたしましては、以下の通りであります。

売上面では、前回公表 (平成30年11月13日) 時点より、「受託事業」において、光学系特殊フィルムの受託塗布

の需要がさらに減少した結果、大幅に減少する見込みとなりました。「製品事業」においては、特にハードディス

ク関連市場の急速な冷え込みもあり、利益率の高いハードディスク関連製品が減少する見込みとなりました。

損益面では、上述の売上高の減少及び人件費を中心とした販管費の増加から営業利益が減少し、これに伴って経

常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益も減少する見込みとなりました。

修正後の通期連結業績予想値につきましては、「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。

なお、個別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。

個別業績予想の概要（参考情報）

平成31年３月期の個別業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日）

(％表示は、通期は対前期増減率)

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,898 1.9 71 △72.5 45 △79.6 4 38

(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

※ 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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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３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,165,583 4,288,676

受取手形及び売掛金 1,893,426 1,901,696

電子記録債権 179,367 156,836

商品及び製品 375,387 504,560

仕掛品 1,274,953 1,547,665

原材料及び貯蔵品 412,317 507,475

その他 215,340 248,768

貸倒引当金 △9,942 △5,823

流動資産合計 7,506,434 9,149,856

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,782,396 4,923,327

機械装置及び運搬具 3,075,420 3,087,571

土地 1,173,043 1,183,021

その他 709,012 1,076,444

減価償却累計額 △6,219,268 △6,418,638

有形固定資産合計 3,520,603 3,851,727

無形固定資産

のれん 262,140 238,309

その他 217,523 201,046

無形固定資産合計 479,664 439,355

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 307,828 304,647

繰延税金資産 64,308 66,204

その他 232,789 175,379

貸倒引当金 △54,131 △1,149

投資その他の資産合計 560,794 555,082

固定資産合計 4,561,062 4,846,166

資産合計 12,067,496 13,996,022
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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３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 646,692 631,531

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 642,225 821,446

未払金 692,954 1,284,867

未払法人税等 59,291 43,368

賞与引当金 122,565 68,834

役員賞与引当金 - 3,890

株式給付引当金 19,162 -

その他 207,465 350,173

流動負債合計 3,033,557 4,047,312

固定負債

社債 764,900 563,300

長期借入金 2,838,533 3,103,644

繰延税金負債 204,490 205,112

株式給付引当金 - 11,500

退職給付に係る負債 133,517 132,974

その他 226,670 529,635

固定負債合計 4,168,111 4,546,165

負債合計 7,201,669 8,593,478

純資産の部

株主資本

資本金 2,028,693 2,365,898

資本剰余金 1,586,986 1,921,342

利益剰余金 1,337,886 1,241,347

自己株式 △160,129 △139,117

株主資本合計 4,793,436 5,389,470

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 63,238 8,638

その他の包括利益累計額合計 63,238 8,638

新株予約権 9,152 4,435

純資産合計 4,865,827 5,402,544

負債純資産合計 12,067,496 13,996,022
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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：千円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 6,071,777 5,759,328

売上原価 3,784,010 3,808,677

売上総利益 2,287,766 1,950,650

販売費及び一般管理費 1,862,316 1,905,071

営業利益 425,450 45,578

営業外収益

受取利息 4,566 6,825

受取配当金 657 360

受取保険金 3,108 -

為替差益 - 18,630

保険解約返戻金 3,479 -

貸倒引当金戻入額 45,304 53,135

その他 4,514 6,247

営業外収益合計 61,630 85,197

営業外費用

支払利息 21,485 25,415

支払手数料 9,480 21,973

社債発行費 8,545 -

為替差損 38,462 -

支払保証料 3,783 3,380

持分法による投資損失 6,070 -

その他 1,581 1,158

営業外費用合計 89,409 51,928

経常利益 397,671 78,848

特別利益

固定資産売却益 - 1,211

投資有価証券売却益 11,512 -

子会社清算益 - 3,070

特別利益合計 11,512 4,281

特別損失

固定資産除却損 8,165 221

特別損失合計 8,165 221

税金等調整前四半期純利益 401,018 82,907

法人税、住民税及び事業税 92,748 75,528

法人税等調整額 5,824 △1,801

法人税等合計 98,572 73,727

四半期純利益 302,446 9,180

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 302,446 9,180

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -
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(単位：千円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31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 136,724 △54,611

持分法適用会社に対する持分相当額 297 12

その他の包括利益合計 135,516 △54,599

四半期包括利益 437,962 △45,418

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 437,962 △45,418

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３四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

337,204千円増加しました。

この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,365,898千円、資本剰余金が1,921,342千円となって

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)

報告セグメントごとの売上高及び利益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 5,332,195 739,581 6,071,777 6,071,777

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 5,332,195 739,581 6,071,777 6,071,777

セグメント利益 303,838 121,611 425,450 425,450

(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３四半期連結累計期間(自 平成 30年４月１日 至 平成30年12月31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 5,368,935 390,392 5,759,328 5,759,328

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 5,368,935 390,392 5,759,328 5,759,328

セグメント利益又は損失(△) 162,449 △116,870 45,578 45,578

(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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