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(百万円未満切捨て)

１．2020年12月期第１四半期の連結業績（2020年１月１日～2020年３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 ％

2020年12月期第１四半期 3,548 － 244 － 262 － 259 －

2019年12月期第１四半期 － － － － － － － －
(注)包括利益 2020年12月期第１四半期 173百万円( －％) 2019年12月期第１四半期 －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

2020年12月期第１四半期 33.68 32.43

2019年12月期第１四半期 － －
　

(注)2019年度12月期第１四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、2019年12月期第１四半
　 期の数値及び2020年12月期第１四半期の対前年四半期増減率を記載しておりません。
　

（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 ％

2020年12月期第１四半期 14,949 5,072 33.9

2019年12月期 15,260 4,999 32.8
(参考) 自己資本 2020年12月期第１四半期 5,072百万円 2019年12月期 4,999百万円
　

　

　

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

2019年12月期 － 0.00 － 13.00 13.00

2020年12月期 －

2020年12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
　　

　

３．2020年12月期の連結業績予想（2020年１月１日～2020年12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) 7,157 △3.5 359 △31.4 344 △33.5 264 △29.5 34.29

通期 15,141 △4.3 1,025 9.7 992 5.0 761 10.0 98.65
(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) 2020年12月期１Ｑ 7,717,400株 2019年12月期 7,717,400株

② 期末自己株式数 2020年12月期１Ｑ 42株 2019年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期１Ｑ 7,717,386株 2019年12月期１Ｑ －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
　当該資料のうち、将来の見通し及び計画に基づく予測には、不確実な要素が含まれており、変動する可能性を有
しております。従って、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、実際の業績は現時点で
の当社の判断に対して大きく異なる可能性もあります。
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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わが国経済は、新型コロナウィルス感染症の影響により、足元で大幅に下

押しされており、厳しい状況にあります。感染症の世界的な拡大による影響により厳しい状況が続くと見込まれ、

内外経済をさらに下振れさせるリスクに十分注意するとともに、金融市場の変動の影響に留意する必要がある等、

先行きが不透明な状況にあります。

このような経済状況におきまして、当社グループは、積極的な高付加価値製品の販売促進活動を実施するとと

もに、生産性の向上にも努めました。

その結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は3,548百万円、営業利益は244百万円、経常利

益は262百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は259百万円となりました。

なお、セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

[光学シート事業]

新型コロナウィルス感染症の影響により一時需要減少がありましたが、３月以降の販売は回復傾向にありま

す。

その結果、売上高2,235百万円、セグメント利益599百万円となりました。

[機能製品事業]

いずれの分野も受注減となりました。新たなフィルムビジネスが芽を出しつつありますが、全体の利益改善に

至りませんでした。

その結果、売上高1,312百万円、セグメント利益18百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりであります。

(資産の部)

資産合計は、現金及び預金が290百万円、商品及び製品が239百万円、有形固定資産が110百万円それぞれ増加し

たものの、受取手形及び売掛金が696百万円減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ311百万円減少し、

14,949百万円となりました。

(負債の部)

負債合計は、支払手形及び買掛金が174百万円、未払金が167百万円、長期借入金が134百万円、それぞれ減少し

たことなどから、前連結会計年度末に比べ384百万円減少し、9,877百万円となりました。

(純資産の部)

純資産合計は、剰余金の配当により100百万円、その他有価証券評価差額金が58百万円それぞれ減少したもの

の、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により259百万円増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ

73百万円増加し、5,072百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

新型コロナウィルス感染症の拡大について、機能製品事業においては、主要産業である製鉄・紙パルプ業界等

において経営環境が悪化し、機能製品需要が減少いたしております。その結果、機能製品事業はマイナスの影響

を受けております。光学シート事業においては、テレワークの普及に伴うパソコン・タブレット等の緊急需要が

急伸いたしております。この需要に対し安定的な製品供給を行うことで、当社グループの業績に寄与いたしてお

ります。

そのような中、連結業績予想につきましては、2020年２月13日に開示いたしました「2019年12月期決算短信

〔日本基準〕(連結)」に記載した連結業績予想数値から、変更はありません。

しかしながら、更なる感染拡大によって、各国、特に中国における生産・物流の停滞等が生じる場合には、当

社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性がありますので、経営環境の動向を注視し、業績予想の修正が必要

と判断した場合には速やかに開示いたします。
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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
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,809,627 3,099,823

受取手形及び売掛金 3,248,036 2,551,415

商品及び製品 1,043,928 1,283,209

原材料及び貯蔵品 436,672 422,895

その他 550,889 334,810

貸倒引当金 △414 △339

流動資産合計 8,088,739 7,691,816

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,553,651 3,499,753

機械装置及び運搬具（純額） 2,070,080 2,135,570

土地 539,179 539,179

建設仮勘定 57,797 76,278

その他（純額） 267,625 347,813

有形固定資産合計 6,488,333 6,598,594

無形固定資産 57,404 52,958

投資その他の資産

投資有価証券 397,822 317,134

その他 282,390 344,354

貸倒引当金 △53,699 △54,908

投資その他の資産合計 626,513 606,580

固定資産合計 7,172,251 7,258,133

資産合計 15,260,991 14,949,949
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,301,630 3,126,879

1年内返済予定の長期借入金 1,248,218 1,202,399

未払金 764,006 596,173

未払法人税等 98,192 95,938

製品保証引当金 57,140 47,644

賞与引当金 － 89,736

その他 612,968 670,634

流動負債合計 6,082,156 5,829,406

固定負債

長期借入金 3,801,167 3,666,974

退職給付に係る負債 264,925 265,318

資産除去債務 81,601 81,610

その他 32,011 33,943

固定負債合計 4,179,705 4,047,846

負債合計 10,261,862 9,877,253

純資産の部

株主資本

資本金 906,499 906,499

資本剰余金 675,099 675,099

利益剰余金 3,232,843 3,392,480

自己株式 － △60

株主資本合計 4,814,441 4,974,017

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 79,277 20,438

繰延ヘッジ損益 － △3,856

為替換算調整勘定 115,139 91,478

退職給付に係る調整累計額 △9,729 △9,382

その他の包括利益累計額合計 184,687 98,679

純資産合計 4,999,129 5,072,696

負債純資産合計 15,260,991 14,949,949
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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)
当第１四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 3,548,375

売上原価 2,601,503

売上総利益 946,871

販売費及び一般管理費 702,792

営業利益 244,079

営業外収益

受取利息 654

為替差益 21,875

その他 17,911

営業外収益合計 40,442

営業外費用

支払利息 12,666

手形売却損 5,419

その他 3,826

営業外費用合計 21,912

経常利益 262,609

特別利益

固定資産売却益 165

補償金収入 50,000

特別利益合計 50,165

特別損失

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 312,774

法人税、住民税及び事業税 81,460

法人税等調整額 △28,648

法人税等合計 52,811

四半期純利益 259,963

親会社株主に帰属する四半期純利益 259,963
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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)
当第１四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

四半期純利益 259,963

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △58,839

繰延ヘッジ損益 △3,856

為替換算調整勘定 △23,660

退職給付に係る調整額 347

その他の包括利益合計 △86,008

四半期包括利益 173,954

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 173,954

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）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)

１ 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
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２光学シート事業 機能製品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,235,903 1,312,472 3,548,375 － 3,548,375

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 2,235,903 1,312,472 3,548,375 － 3,548,375

セグメント利益 599,983 18,332 618,315 △374,235 244,079

(注) １ セグメント利益の「調整額」の区分は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費が含ま

れています。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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