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(百万円未満切捨て)

１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年３月期 250,942 0.8 17,977 △10.5 17,993 △2.2 12,937 14.9

2018年３月期 249,030 20.9 20,095 21.1 18,389 17.2 11,257 △1.7
(注) 包括利益 2019年３月期 8,954百万円(△28.1％) 2018年３月期 12,460百万円( 18.8％)

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2019年３月期 179.24 178.97 6.9 6.2 7.2

2018年３月期 156.02 155.76 6.2 6.5 8.1
(参考) 持分法投資損益 2019年３月期 －百万円 2018年３月期 －百万円

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2019年３月期 290,320 190,226 65.3 2,625.54

2018年３月期 292,733 186,420 63.4 2,573.69
(参考) 自己資本 2019年３月期 189,577百万円 2018年３月期 185,702百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2019年３月期 22,858 △10,299 △8,246 58,303

2018年３月期 26,819 △7,532 △6,363 55,042
　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2018年３月期 － 33.00 － 33.00 66.00 4,762 42.3 2.6

2019年３月期 － 39.00 － 39.00 78.00 5,631 43.5 3.0

2020年３月期(予想) － 39.00 － 39.00 78.00 41.7
　

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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 260,000 3.6 19,000 5.7 18,500 2.8 13,500 4.3 186.97
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※ 注記事項

（１）期中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）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
　

　

（３）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) 2019年３月期 76,576,340株 2018年３月期 76,564,240株

② 期末自己株式数 2019年３月期 4,371,170株 2018年３月期 4,410,239株

③ 期中平均株式数 2019年３月期 72,180,392株 2018年３月期 72,151,907株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2019年３月期の個別業績（2018年４月１日～2019年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年３月期 168,633 △1.0 9,347 △29.5 18,921 1.0 15,338 1.7

2018年３月期 170,335 3.5 13,259 14.8 18,733 △1.1 15,084 △3.0

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2019年３月期 212.50 212.19

2018年３月期 209.06 208.71
　

　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2019年３月期 249,696 164,506 65.8 2,276.10

2018年３月期 245,725 154,683 62.9 2,140.82

(参考) 自己資本 2019年３月期 164,346百万円 2018年３月期 154,469百万円
　

　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。
なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】４ページ「（４）今後の見通し」をご覧ください。

・決算補足説明資料は、本日、当社ホームページ(http://www.lintec.co.jp)に掲載する予定です。
・「2019年３月期 決算短信」より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における世界経済は、米国では雇用や所得環境の改善を背景に成長が持続し、欧州においても個

人消費の拡大により緩やかな回復基調が続くなど、期前半は全体的に底堅く推移しました。しかしながら、期後半

に入り、米中貿易摩擦の影響によって中国経済が減速するなど、先行き不透明感が強まりました。一方、我が国に

おいては、個人消費や設備投資などは総じて堅調に推移しましたが、中国経済の鈍化やＩＴ需要の減速により輸出

が減少するなど、厳しさが顕在化してまいりました。

このような経営環境の下、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高は250,942百万円（前年同期比0.8％

増）、営業利益は米国子会社の収益改善などの増益要因があったものの、原燃料価格の上昇などをカバーするまで

には至らず17,977百万円（同10.5％減）、経常利益は17,993百万円（同2.2％減）、親会社株主に帰属する当期純利

益は前連結会計年度に米国子会社においてのれんの減損損失1,041百万円、事業構造改善引当金繰入額1,024百万円

を計上したこともあり12,937百万円（同14.9％増）となりました。

　

　セグメント別の概況は以下のとおりです。

　

【印刷材・産業工材関連】

当セグメントの売上高は122,935百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益は米国子会社の収益改善などもあり

3,761百万円（同23.7％増）となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。

（印刷・情報材事業部門）

シール・ラベル用粘着製品は、国内では宅配・通販関連や化粧品などのアイキャッチラベルの需要は堅調で

あったものの、期前半の自然災害や酷暑などの影響を受け食品・飲料関連が低調に推移しました。海外ではア

セアン地域において堅調に推移しましたが、中国国内で需要が低迷したほか、米国子会社で円高による目減り

影響を受けました。この結果、当事業部門の売上高は86,618百万円（前年同期比0.6％減）となりました。

（産業工材事業部門）

国内では通販向け装置が堅調に推移しました。海外では二輪を含む自動車用粘着製品がインドやアセアン地

域において順調であったほか、ウインドーフィルムが好調に推移しました。この結果、当事業部門の売上高は

36,317百万円（前年同期比5.1％増）となりました。

【電子・光学関連】

当セグメントの売上高は90,316百万円（前年同期比1.6％増）、営業利益は11,150百万円（同6.9％減）となりま

した。当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。

（アドバンストマテリアルズ事業部門）

半導体関連粘着テープは、市場の生産調整の影響を受け減少しましたが、半導体関連装置は、設備投資抑制

の影響を受けたものの前年同期並みとなりました。積層セラミックコンデンサ関連テープについては、スマー

トフォン、車載、サーバー用などの需要が好調であったことにより増加しました。この結果、当事業部門の売

上高は53,044百万円（前年同期比2.7％増）となりました。

（オプティカル材事業部門）

光学ディスプレイ関連粘着製品は、スマートフォン用などが期後半に需要低迷の影響を受けましたが、大型

テレビ用は年間を通じて順調に推移しました。この結果、当事業部門の売上高は37,271百万円（前年同期比0.1

％増）となりました。

【洋紙・加工材関連】

当セグメントの売上高は37,689百万円（前年同期比2.0％減）、営業利益はパルプを中心とした原燃料価格上昇の

影響を受け2,970百万円（同40.5％減）となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりで

す。

（洋紙事業部門）

隠ぺい性を付与した封筒用紙やファストフード向けの耐油耐水紙などが順調に推移しました。この結果、当

事業部門の売上高は16,672百万円（前年同期比1.4％増）となりました。
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（加工材事業部門）

炭素繊維複合材料用工程紙は順調であったものの、一般粘着製品用、電子材料用剥離紙が低調に推移しまし

た。この結果、当事業部門の売上高は21,017百万円（前年同期比4.5％減）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

当連結会計年度末の総資産は290,320百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,413百万円の減少となりまし

た。主な増減要因は以下のとおりです。

・「現金及び預金」の増加 3,533百万円

・「受取手形及び売掛金」の減少 △3,111百万円

・「たな卸資産」の増加 2,211百万円

・「のれん」の減少 △3,829百万円

（負債）

当連結会計年度末の負債は100,094百万円となり、前連結会計年度末に比べて6,218百万円の減少となりまし

た。主な増減要因は以下のとおりです。

・「支払手形及び買掛金」の減少 △1,805百万円

・「長期借入金」の減少 △2,772百万円

・「退職給付に係る負債」の増加 1,835百万円

・「流動負債その他」の減少 △2,761百万円

（純資産）

当連結会計年度末の純資産は190,226百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,805百万円の増加となりまし

た。主な増減要因は以下のとおりです。

・「利益剰余金」の増加 7,741百万円

・「為替換算調整勘定」の減少 △2,961百万円

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

前連結会計年度 当連結会計年度 増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,819百万円 22,858百万円 △3,961百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,532百万円 △10,299百万円 △2,766百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,363百万円 △8,246百万円 △1,882百万円

現金及び現金同等物に係る換算差額 834百万円 △1,051百万円 △1,886百万円

現金及び現金同等物の増減額 13,757百万円 3,260百万円 △10,497百万円

現金及び現金同等物の期首残高 41,284百万円 55,042百万円 13,757百万円

現金及び現金同等物の期末残高 55,042百万円 58,303百万円 3,260百万円

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は58,303百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,260百

万円の増加となりました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比較して3,961百万円減少の22,858百万円となりまし

た。主な増減要因は以下のとおりです。

・「税金等調整前当期純利益」の増加 1,671百万円

・「売上債権の増減額」の増加 7,640百万円

・「仕入債務の増減額」の減少 △9,983百万円

・「減損損失」の減少 △1,041百万円
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比較して2,766百万円減少の△10,299百万円となりまし

た。主な増減要因は以下のとおりです。

・「定期預金の払戻による収入」の減少 △2,098百万円

・「有形固定資産の取得による支出」の減少 △2,683百万円

・「有形固定資産の売却による収入」の増加 812百万円

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比較して1,882百万円減少の△8,246百万円となりまし

た。主な増減要因は以下のとおりです。

・「短期借入金の純増減額」の減少 △1,479百万円

（４）今後の見通し

2020年3月期の世界経済は、米中貿易摩擦による中国経済の減速や英国のＥＵ離脱問題など、先行き不透明感が一

層強まっております。また、我が国においては、所得環境の改善を背景に個人消費の増加が期待できるものの、消

費増税の影響や世界経済の停滞による輸出の減速が懸念されるなど、予断を許さない状況が続くものと予想されま

す。

このような状況の中、2020年3月期の連結業績予想を以下のとおりといたしました。なお、主要な為替レートにつ

きましては、１米ドル＝110円、１韓国ウォン＝0.1000円、１中国元＝16.5円、１台湾ドル＝3.6円を前提としてお

ります。

　

売上高 2,600億円 （当期比 3.6％増）

営業利益 190億円 （当期比 5.7％増）

経常利益 185億円 （当期比 2.8％増）

親会社株主に帰属する当期純利益 135億円 （当期比 4.3％増）

上記の連結業績予想につきましては、発表日現在において想定できる情報に基づいて作成したものであり、今後、

さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、日本基準に準拠して連結財務諸表を作成しております。

なお、将来的な国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の導入につきましては、我が国における制度適用の状況を勘案し、

適切に対応してまいります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 58,614 62,148

受取手形及び売掛金 72,590 69,479

たな卸資産 38,506 40,717

その他 3,991 3,337

貸倒引当金 △109 △85

流動資産合計 173,593 175,597

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 32,342 31,452

機械装置及び運搬具（純額） 24,962 25,055

土地 11,083 11,356

建設仮勘定 5,087 5,507

その他（純額） 1,859 1,758

有形固定資産合計 75,336 75,131

無形固定資産

のれん 29,189 25,359

その他 3,285 2,758

無形固定資産合計 32,474 28,117

投資その他の資産

投資有価証券 2,743 2,217

繰延税金資産 6,529 6,988

その他 2,153 2,364

貸倒引当金 △98 △97

投資その他の資産合計 11,328 11,473

固定資産合計 119,139 114,722

資産合計 292,733 290,320
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 54,678 52,873

短期借入金 2,351 2,531

1年内返済予定の長期借入金 2,986 3,038

未払法人税等 2,889 2,429

役員賞与引当金 89 69

事業構造改善引当金 39 －

その他 14,814 12,052

流動負債合計 77,849 72,994

固定負債

長期借入金 14,395 11,622

環境対策引当金 132 112

退職給付に係る負債 13,006 14,841

その他 930 522

固定負債合計 28,463 27,099

負債合計 106,312 100,094

純資産の部

株主資本

資本金 23,201 23,220

資本剰余金 26,829 26,842

利益剰余金 137,743 145,484

自己株式 △7,711 △7,642

株主資本合計 180,062 187,904

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 657 291

為替換算調整勘定 8,139 5,178

退職給付に係る調整累計額 △3,157 △3,796

その他の包括利益累計額合計 5,639 1,672

新株予約権 214 160

非支配株主持分 503 488

純資産合計 186,420 190,226

負債純資産合計 292,733 290,320
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

売上高 249,030 250,942

売上原価 186,206 189,664

売上総利益 62,823 61,278

販売費及び一般管理費 42,727 43,300

営業利益 20,095 17,977

営業外収益

受取利息 220 272

受取配当金 272 257

受取賃貸料 16 17

固定資産売却益 61 6

受取保険金 10 68

為替差益 － 293

その他 266 348

営業外収益合計 846 1,265

営業外費用

支払利息 226 196

固定資産除却損 730 883

支払補償費 128 55

為替差損 1,012 －

その他 454 114

営業外費用合計 2,552 1,249

経常利益 18,389 17,993

特別利益

固定資産売却益 － 345

投資有価証券売却益 343 －

特別利益合計 343 345

特別損失

減損損失 1,041 －

事業構造改善引当金繰入額 1,024 －

特別損失合計 2,066 －

税金等調整前当期純利益 16,666 18,338

法人税、住民税及び事業税 5,410 5,445

法人税等調整額 107 △29

法人税等合計 5,517 5,416

当期純利益 11,149 12,921

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △108 △15

親会社株主に帰属する当期純利益 11,257 12,937

決算短信（宝印刷） 2019年05月07日 18時08分 7ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）

リンテック㈱（7966）　2019年3月期　決算短信

－7－



連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当期純利益 11,149 12,921

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △117 △366

為替換算調整勘定 1,194 △2,963

退職給付に係る調整額 234 △636

その他の包括利益合計 1,311 △3,967

包括利益 12,460 8,954

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 12,576 8,970

非支配株主に係る包括利益 △115 △15
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 23,201 26,829 131,247 △7,714 173,563

当期変動額

新株の発行 －

剰余金の配当 △4,762 △4,762

親会社株主に帰属す

る当期純利益
11,257 11,257

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 △0 4 4

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － △0 6,495 3 6,498

当期末残高 23,201 26,829 137,743 △7,711 180,062

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 775 6,938 △3,392 4,320 186 619 178,690

当期変動額

新株の発行 －

剰余金の配当 △4,762

親会社株主に帰属す

る当期純利益
11,257

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 4

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△117 1,201 235 1,318 28 △115 1,231

当期変動額合計 △117 1,201 235 1,318 28 △115 7,729

当期末残高 657 8,139 △3,157 5,639 214 503 186,420
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　当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 23,201 26,829 137,743 △7,711 180,062

当期変動額

新株の発行 19 19 38

剰余金の配当 △5,196 △5,196

親会社株主に帰属す

る当期純利益
12,937 12,937

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 △5 69 64

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 19 13 7,741 68 7,842

当期末残高 23,220 26,842 145,484 △7,642 187,904

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 657 8,139 △3,157 5,639 214 503 186,420

当期変動額

新株の発行 38

剰余金の配当 △5,196

親会社株主に帰属す

る当期純利益
12,937

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 64

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△366 △2,961 △639 △3,967 △54 △15 △4,037

当期変動額合計 △366 △2,961 △639 △3,967 △54 △15 3,805

当期末残高 291 5,178 △3,796 1,672 160 488 190,226
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 16,666 18,338

減価償却費 9,031 8,700

のれん償却額 3,427 3,295

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 751 821

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 △22

受取利息及び受取配当金 △492 △530

支払利息 226 196

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 38 △38

有形固定資産売却損益（△は益） △56 △352

有形固定資産除却損 374 257

売上債権の増減額（△は増加） △5,229 2,410

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,682 △2,720

仕入債務の増減額（△は減少） 8,967 △1,015

投資有価証券売却損益（△は益） △343 △1

環境対策引当金の増減額（△は減少） △3 △19

減損損失 1,041 －

その他 1,444 △1,027

小計 32,143 28,293

利息及び配当金の受取額 477 530

利息の支払額 △233 △202

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △5,568 △5,763

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,819 22,858
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △7,631 △7,269

定期預金の払戻による収入 8,098 6,000

有形固定資産の取得による支出 △8,084 △10,768

有形固定資産の売却による収入 132 944

無形固定資産の取得による支出 △123 △151

投資有価証券の取得による支出 △4 △4

投資有価証券の売却による収入 536 3

子会社の清算による収入 － 195

貸付けによる支出 △24 △21

貸付金の回収による収入 6 12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び子会社
持分の取得による支出

△308 －

その他 △129 759

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,532 △10,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,692 212

長期借入金の返済による支出 △3,059 △3,039

配当金の支払額 △4,762 △5,196

自己株式の取得による支出 △1 △1

リース債務の返済による支出 △232 △221

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,363 △8,246

現金及び現金同等物に係る換算差額 834 △1,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,757 3,260

現金及び現金同等物の期首残高 41,284 55,042

現金及び現金同等物の期末残高 55,042 58,303
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（５）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。

(表示方法の変更)

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『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)

１．報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。

当社グループは６つの事業部門から構成され、各事業部門が国内及び海外の包括的な戦略を立案し事業活動

を展開しております。

したがって、これらを事業セグメントの識別単位とし、製品の製造方法、販売する市場等の類似性に基づき、

「印刷材・産業工材関連」、「電子・光学関連」、「洋紙・加工材関連」の３つの報告セグメントに集約して

おります。

(2) 各セグメントに属する製品及びサービスの種類

各報告セグメントに属する主要な製品・サービスの種類は以下のとおりであります。

報告セグメント 主要な製品・サービス

印刷材・産業工材関連
シール・ラベル用粘着製品、ラベリングマシン、自動車用粘着製品、工業用粘着

テープ、ウインドーフィルム、屋外看板・広告用フィルム、内装用化粧フィルム

電子・光学関連
半導体関連粘着テープ、半導体関連装置、積層セラミックコンデンサ関連テー

プ、光学ディスプレイ関連粘着製品

洋紙・加工材関連

カラー封筒用紙、色画用紙、特殊機能紙、高級印刷用紙、高級紙製品用紙、粘着

製品用剥離紙、光学関連製品用剥離フィルム、合成皮革用工程紙、炭素繊維複合

材料用工程紙
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２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

連結損益計
算書計上額
(注)２

印刷材・産
業工材関連

電子・光学
関連

洋紙・加工材
関連

合計

売上高

外部顧客への売上高 121,691 88,882 38,456 249,030 － 249,030

セグメント間の
内部売上高又は振替高

57 88 15,571 15,717 △15,717 －

計 121,748 88,970 54,027 264,747 △15,717 249,030

セグメント利益 3,040 11,972 4,996 20,009 86 20,095

その他の項目

減価償却費 (注)３ 3,863 3,049 2,118 9,031 － 9,031

のれんの償却額 (注)３ 3,427 － － 3,427 － 3,427

(注) １ セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間取引消去の金額であります。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ 減価償却費及びのれんの償却額については、事業セグメント別に合理的な基準により配分を行っており

ます。

４ セグメント資産については、会社、事業所及び工場を管理区分としているため、事業セグメントへの配

分は行っておりません。

当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

連結損益計
算書計上額
(注)２

印刷材・産
業工材関連

電子・光学
関連

洋紙・加工材
関連

合計

売上高

外部顧客への売上高 122,935 90,316 37,689 250,942 － 250,942

セグメント間の
内部売上高又は振替高

61 43 16,513 16,618 △16,618 －

計 122,997 90,360 54,203 267,560 △16,618 250,942

セグメント利益 3,761 11,150 2,970 17,882 95 17,977

その他の項目

減価償却費 (注)３ 3,403 3,190 2,107 8,700 － 8,700

のれんの償却額 (注)３ 3,295 － － 3,295 － 3,295

(注) １ セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間取引消去の金額であります。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ 減価償却費及びのれんの償却額については、事業セグメント別に合理的な基準により配分を行っており

ます。

４ セグメント資産については、会社、事業所及び工場を管理区分としているため、事業セグメントへの配

分は行っておりません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり純資産額 2,573円69銭 2,625円54銭

１株当たり当期純利益 156円02銭 179円24銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

155円76銭 178円97銭

　（注）１．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり当期純利益

　親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 11,257 12,937

　普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純利益(百万円)

11,257 12,937

　普通株式の期中平均株式数(千株) 72,151 72,180

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円) － －

　普通株式増加数(千株) 119 107

　(うち新株予約権(千株)) (119) (107)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

―

　
　（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 186,420 190,226

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 718 648

(うち新株予約権(百万円)) (214) (160)

(うち非支配株主持分(百万円)) (503) (488)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 185,702 189,577

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(千株)

72,154 72,205

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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