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(百万円未満切捨て)

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 23,956 9.0 1,742 △21.6 1,673 △25.9 1,283 △28.1

30年３月期第３四半期 21,971 16.8 2,223 30.0 2,259 61.4 1,785 73.1
(注) 包括利益 31年３月期第３四半期 721百万円(△66.2％) 30年３月期第３四半期 2,133百万円( －％)
　

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 154.92 －

30年３月期第３四半期 215.53 －
　

　

（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 36,620 22,535 61.5

30年３月期 36,996 22,394 60.5
(参考) 自己資本 31年３月期第３四半期 22,535百万円 30年３月期 22,394百万円
　

　　

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 － 70.00 70.00

31年３月期 － 0.00 －

31年３月期(予想) 50.00 50.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

(注) 平成30年３月期期末配当金の内訳 普通配当50円 特別配当10円 記念配当10円
平成31年３月期期末配当金の内訳 普通配当50円

　

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 32,000 6.5 2,600 △1.9 2,500 △3.9 1,900 △3.3 229.30
(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 ： 有
　

(注）詳細は、添付資料８ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

　

（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 8,300,000株 30年３月期 8,300,000株

② 期末自己株式数 31年３月期３Ｑ 13,924株 30年３月期 13,923株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期３Ｑ 8,286,077株 30年３月期３Ｑ 8,286,154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。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

当第３四半期連結累計期間における経済情勢は、国内では天候不順や自然災害が一時的な下押し要因になったも

のの、堅調な企業収益や設備投資、個人消費を背景に景気の緩やかな回復基調が続きました。しかしながら、米中

貿易摩擦の激化や地政学リスクの高まり、中国景気減速の顕在化による世界経済への影響が懸念されるなど、先行

き不透明感がより一層強まる状況にありました。

このような状況のもと、当社グループは、中国市場における液晶ディスプレイ関連分野を軸とした既存事業のシ

ェア拡大と東南アジア・南アジア地域での新規市場開拓による事業規模の拡大、グループ生産供給体制の最適化と

高付加価値製品の開発・展開による収益性の向上、ナノインプリント事業と加工製品事業の統合による新規事業の

成長モデルの探索・構築、技術革新が進む自動車・ヘルスケア分野等での新製品・サービス創出のための研究開発

体制の強化に取り組んでおります。

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、中国市場を中心に粘着剤関連製品をはじめとするケミカルズ

の販売が増加したことや、装置システムの工事完成高が増加したことにより、売上高は239億56百万円（前年同期比

9.0％増）となりましたが、原材料価格上昇の影響を大きく受けて、経常利益は16億73百万円（前年同期比25.9％

減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は12億83百万円（前年同期比28.1％減）となりました。

セグメントの状況は、以下のとおりです。

＜ケミカルズ＞

ケミカルズについては、売上高は211億24百万円（前年同期比7.9％増）となりました。製品別の状況は、以下の

とおりです。

粘着剤関連製品は、中国市場を中心に液晶ディスプレイ関連用途向けの販売数量が増加したことなどにより、売

上高は127億12百万円（前年同期比15.3％増）となりました。

微粉体製品は、中国市場における光拡散フィルム用途向けの販売数量が増加し、売上高は23億円（前年同期比

13.3％増）となりました。

特殊機能材製品は、中国市場における電子材料用途向けの販売数量が減少し、売上高は24億74百万円（前年同期

比5.7％減）となりました。

加工製品は、中国市場における電子情報機器用途向けの機能性粘着テープの販売数量が減少し、売上高は36億36

百万円（前年同期比6.8％減）となりました。

＜装置システム＞

装置システムについては、国内設備投資が堅調に推移するなか、設備関連の工事完成高が増加し、売上高は28億

31百万円（前年同期比18.3％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末（以下「当期末」という。）の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」とい

う。）に比べて3億75百万円減少し、366億20百万円となりました。

流動資産は、有価証券が減少したものの、受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加したことなどにより、前期末

に比べ3億88百万円増加し、217億81百万円となりました。

固定資産は、有形固定資産が減少したことなどにより、前期末に比べ7億64百万円減少し、148億39百万円となり

ました。

一方、負債については支払手形及び買掛金が増加したものの、未払法人税等、賞与引当金、長期借入金が減少し

たことなどにより、前期末に比べ5億17百万円減少し、140億84百万円となりました。

当期末における純資産は、為替換算調整勘定が減少したものの、利益剰余金が増加したことなどにより、前期末

に比べ1億41百万円増加し、225億35百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前期末60.5％から1.0ポイント増加し61.5％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

平成31年３月期の業績予想につきましては、平成30年５月15日に公表いたしました業績予想から修正は行ってお

りません。
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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 3,093,394 3,171,392

受取手形及び売掛金 9,784,018 10,369,385

電子記録債権 536,559 477,488

有価証券 3,500,000 3,000,000

商品及び製品 3,169,616 3,434,677

仕掛品 44,225 89,850

原材料及び貯蔵品 998,373 1,025,996

その他 296,249 243,906

貸倒引当金 △29,694 △31,424

流動資産合計 21,392,742 21,781,272

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,320,512 14,167,569

減価償却累計額 △7,519,884 △7,746,045

建物及び構築物（純額） 6,800,628 6,421,524

機械装置及び運搬具 17,956,407 17,697,028

減価償却累計額 △13,759,201 △13,934,038

機械装置及び運搬具（純額） 4,197,206 3,762,990

土地 1,236,033 1,239,626

建設仮勘定 65,886 110,498

その他 2,269,691 2,394,673

減価償却累計額 △1,850,372 △1,872,384

その他（純額） 419,319 522,289

有形固定資産合計 12,719,074 12,056,929

無形固定資産

その他 83,196 197,977

無形固定資産合計 83,196 197,977

投資その他の資産

投資有価証券 1,237,832 1,015,150

関係会社出資金 155,612 163,401

繰延税金資産 805,481 832,962

その他 622,442 575,754

貸倒引当金 △19,988 △3,020

投資その他の資産合計 2,801,380 2,584,248

固定資産合計 15,603,651 14,839,155

資産合計 36,996,394 36,620,428
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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 6,573,736 7,164,186

短期借入金 1,430,814 1,367,989

1年内返済予定の長期借入金 240,000 240,000

未払法人税等 339,330 24,431

賞与引当金 665,820 323,980

役員賞与引当金 60,000 33,750

完成工事補償引当金 2,400 5,600

工事損失引当金 428 511

その他 1,757,904 1,609,615

流動負債合計 11,070,435 10,770,065

固定負債

長期借入金 1,600,000 1,360,000

退職給付に係る負債 1,866,637 1,890,456

その他 64,638 64,103

固定負債合計 3,531,275 3,314,560

負債合計 14,601,711 14,084,625

純資産の部

株主資本

資本金 3,361,563 3,361,563

資本剰余金 3,383,088 3,383,088

利益剰余金 13,936,716 14,640,355

自己株式 △11,338 △11,340

株主資本合計 20,670,030 21,373,667

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 510,510 338,412

為替換算調整勘定 1,417,211 1,002,671

退職給付に係る調整累計額 △203,069 △178,949

その他の包括利益累計額合計 1,724,651 1,162,135

純資産合計 22,394,682 22,535,802

負債純資産合計 36,996,394 36,620,428
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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 21,971,048 23,956,199

売上原価 14,457,434 16,961,531

売上総利益 7,513,613 6,994,667

販売費及び一般管理費 5,290,202 5,252,011

営業利益 2,223,411 1,742,655

営業外収益

受取利息及び配当金 29,175 30,937

持分法による投資利益 － 12,967

為替差益 44,528 －

補助金収入 35,183 50,209

雑収入 27,044 26,638

営業外収益合計 135,933 120,752

営業外費用

支払利息 68,184 55,035

持分法による投資損失 13,721 －

為替差損 － 114,765

雑損失 18,383 19,613

営業外費用合計 100,289 189,414

経常利益 2,259,055 1,673,993

特別利益

固定資産売却益 － 1,532

特別利益合計 － 1,532

特別損失

固定資産除売却損 4,431 32,074

特別損失合計 4,431 32,074

税金等調整前四半期純利益 2,254,624 1,643,451

法人税等 468,720 359,786

四半期純利益 1,785,903 1,283,664

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,785,903 1,283,664
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四半期連結包括利益計算書

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)

四半期純利益 1,785,903 1,283,664

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 227,547 △172,097

為替換算調整勘定 88,707 △407,244

退職給付に係る調整額 29,277 24,120

持分法適用会社に対する持分相当額 1,758 △7,294

その他の包括利益合計 347,291 △562,516

四半期包括利益 2,133,194 721,147

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,133,194 721,147
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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。

（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

当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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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ケミカルズ 装置システム 計

売上高

外部顧客への売上高 19,578,365 2,392,683 21,971,048 － 21,971,048

セグメント間の
内部売上高又は振替高

204 96,981 97,186 △97,186 －

計 19,578,570 2,489,664 22,068,234 △97,186 21,971,048

セグメント利益 2,052,384 118,465 2,170,849 52,561 2,223,411

(注)１．セグメント利益の調整額52,561千円は、セグメント間取引消去であります。

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調整を行っております。

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ケミカルズ 装置システム 計

売上高

外部顧客への売上高 21,124,559 2,831,639 23,956,199 － 23,956,199

セグメント間の
内部売上高又は振替高

200 7,180 7,380 △7,380 －

計 21,124,760 2,838,819 23,963,580 △7,380 23,956,199

セグメント利益 1,535,688 155,986 1,691,674 50,980 1,742,655

(注)１．セグメント利益の調整額50,980千円は、セグメント間取引消去であります。

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調整を行っております。
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