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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第３四半期 15,682 △17.1 2,207 △39.4 2,295 △36.7 1,540 △38.5

28年３月期第３四半期 18,907 △3.5 3,645 △19.9 3,623 △27.1 2,504 △22.9
(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 1,735百万円(△29.2％) 28年３月期第３四半期 2,449百万円(△48.5％)
　

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

29年３月期第３四半期 37.16 37.03

28年３月期第３四半期 60.41 60.16
　

　

（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 ％

29年３月期第３四半期 38,799 34,005 87.3

28年３月期 37,055 32,873 88.4
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 33,870百万円 28年３月期 32,749百万円
　

　

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

28年３月期 － 7.50 － 7.50 15.00

29年３月期 － 7.50 －

29年３月期(予想) 7.50 15.00
(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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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 20,500 △15.2 2,500 △38.4 2,500 △37.0 1,700 △39.7 41.01
(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
　

　

（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 ： 有

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
　

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表
示」をご覧ください。

　

（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) 29年３月期３Ｑ 41,450,000株 28年３月期 41,450,000株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 115株 28年３月期 115株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 41,449,885株 28年３月期３Ｑ 41,449,911株

　
　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示
時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビューは終了しておりません。

※ 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については、四半期決算短信(添付資料)２ページ
「(３)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の世界経済は、米国では緩やかな景気拡大が継続し、欧州と新興国では緩やかな景

気回復となりました。一方、中国では景気減速が一服するも、成長率低下の懸念材料を抱えた状況が続きまし

た。日本経済は、企業収益や雇用にも改善がみられ緩やかな回復基調となりましたが、海外経済の不確実性や金

融資本市場の変動の影響等により先行きは不透明な状況が続いています。

このような環境の中、当社グループでは、グローバルかつ変化の大きい事業環境においても、継続的に成長で

きる収益体質を実現すべく、新製品の開発、新規市場の拡大、コストダウンを推進してまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は156億82百万円（前年同四半期比17.1％減）、営業利

益は22億７百万円（前年同四半期比39.4％減）、経常利益は22億95百万円（前年同四半期比36.7％減）、親会社

株主に帰属する四半期純利益は15億40百万円（前年同四半期比38.5％減）となりました。

セグメント別では、光学フィルム事業におきましては、サングラス用素膜の販売数量は増加しましたが、産業

用や車載用LCDパネル向け偏光フィルムの販売数量は減少しました。

　精密部品事業におきましては、液晶プロジェクター向けの無機偏光板ProFluxや基板フィルム貼合品の販売数

量が減少し、当社グループ全体で売上高は減少となりました。

　利益におきましては、販売数量の減少と市場価格の下落および急激な円高により大幅な減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ17億43百万円増加し、387億99百万円とな

りました。主な増加は、現金及び預金の増加25億50百万円、有形固定資産の増加１億83百万円、主な減少は、受

取手形及び売掛金の減少１億29百万円、商品及び製品の減少２億38百万円、原材料及び貯蔵品の減少２億27百万

円であります。

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ６億11百万円増加し、47億94百万円となりま

した。主な増加は、支払手形及び買掛金の増加５億６百万円、未払法人税等の増加２億22百万円、主な減少は、

賞与引当金の減少１億99百万円であります。

当第３四半期連結会計期間末の非支配株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ11億31百万円増加

し、340億５百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益15億40百万円、株主配当金

の支払による減少３億10百万円、為替換算調整勘定の増加１億54百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期連結累計期間の業績は予測の範囲内で推移しており、平成28年７月29日に公表いたしました業績

予想に変更はありません。

　今後、業績予想の修正が必要になった場合には速やかに開示いたします。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　(会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ7,435千

円増加しております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,307,613 16,858,550

受取手形及び売掛金 4,678,198 4,548,485

有価証券 1,039,713 1,072,782

商品及び製品 1,813,163 1,574,194

仕掛品 1,396,818 1,343,498

原材料及び貯蔵品 2,026,582 1,798,625

その他 1,220,139 978,705

貸倒引当金 △7,253 △4,462

流動資産合計 26,474,974 28,170,380

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,573,833 5,142,231

機械装置及び運搬具（純額） 2,365,018 2,296,896

その他（純額） 2,612,731 2,296,130

有形固定資産合計 9,551,583 9,735,258

無形固定資産

のれん 39,560 29,045

その他 717,827 674,069

無形固定資産合計 757,387 703,114

投資その他の資産

その他 284,999 203,866

貸倒引当金 △13,148 △13,465

投資その他の資産合計 271,851 190,401

固定資産合計 10,580,821 10,628,774

資産合計 37,055,796 38,799,155

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,810,332 2,317,040

1年内返済予定の長期借入金 75,000 －

未払法人税等 67,130 289,377

賞与引当金 316,861 117,204

役員賞与引当金 83,661 38,502

その他 1,023,266 1,296,553

流動負債合計 3,376,250 4,058,678

固定負債

退職給付に係る負債 172,008 163,897

資産除去債務 25,280 38,051

その他 609,000 533,496

固定負債合計 806,289 735,445

負債合計 4,182,540 4,794,124
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,095,125 3,095,125

資本剰余金 2,806,931 2,827,825

利益剰余金 26,098,842 27,017,376

自己株式 △54 △54

株主資本合計 32,000,844 32,940,272

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 991,080 1,145,426

退職給付に係る調整累計額 △242,309 △215,385

その他の包括利益累計額合計 748,770 930,041

非支配株主持分 123,641 134,718

純資産合計 32,873,256 34,005,031

負債純資産合計 37,055,796 38,799,155
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 18,907,187 15,682,152

売上原価 10,603,822 9,270,754

売上総利益 8,303,365 6,411,397

販売費及び一般管理費 4,658,131 4,203,945

営業利益 3,645,233 2,207,452

営業外収益

受取利息 8,752 7,260

為替差益 － 53,454

原子力立地給付金 10,164 8,460

その他 17,612 20,192

営業外収益合計 36,528 89,367

営業外費用

支払利息 1,893 722

為替差損 55,096 －

その他 1,162 1,049

営業外費用合計 58,152 1,772

経常利益 3,623,610 2,295,047

特別利益

固定資産売却益 － 5

特別利益合計 － 5

特別損失

減損損失 － 31,564

固定資産除却損 28,799 4,286

特別損失合計 28,799 35,851

税金等調整前四半期純利益 3,594,810 2,259,201

法人税、住民税及び事業税 1,013,432 653,098

法人税等調整額 65,188 56,798

法人税等合計 1,078,620 709,897

四半期純利益 2,516,189 1,549,304

非支配株主に帰属する四半期純利益 11,952 9,021

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,504,237 1,540,282
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 2,516,189 1,549,304

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △86,527 159,153

退職給付に係る調整額 20,045 26,923

その他の包括利益合計 △66,482 186,077

四半期包括利益 2,449,707 1,735,381

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,437,103 1,721,553

非支配株主に係る四半期包括利益 12,603 13,828
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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】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12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

四半期連結
損益計算書
計上額

光学フィルム
事業

精密部品
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 10,266,810 8,640,377 18,907,187 － 18,907,187

セグメント間の内部売上高
又は振替高

111,763 － 111,763 △111,763 －

計 10,378,573 8,640,377 19,018,950 △111,763 18,907,187

セグメント利益 1,859,866 1,785,367 3,645,233 － 3,645,233

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年12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

四半期連結
損益計算書
計上額

光学フィルム
事業

精密部品
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,471,087 7,211,064 15,682,152 － 15,682,152

セグメント間の内部売上高
又は振替高

88,362 － 88,362 △88,362 －

計 8,559,450 7,211,064 15,770,515 △88,362 15,682,152

セグメント利益 1,036,225 1,171,226 2,207,452 － 2,207,452

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

「光学フィルム事業」セグメントにおいて、売却予定資産および除却予定資産の帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては31,564千円であります。
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