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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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 ％

30年３月期第３四半期 3,698 △3.1 174 △57.9 164 △57.0 100 △60.0

29年３月期第３四半期 3,816 2.6 415 △25.2 382 △28.4 252 △20.4
(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 116百万円(△55.9％) 29年３月期第３四半期 263百万円(△17.0％)
　

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

30年３月期第３四半期 36.63 －

29年３月期第３四半期 91.62 －
　

※当社は、平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。
１株当たり四半期純利益につきましては、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定してお
ります。

　

（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

30年３月期第３四半期 8,329 4,390 52.7 1,592.56

29年３月期 8,179 4,320 52.8 1,567.64
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 4,390百万円 29年３月期 4,320百万円
　

※当社は、平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。
１株当たり純資産につきましては、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しておりま
す。

　　

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

29年３月期 － － － 3.00 3.00

30年３月期 － － －

30年３月期(予想) 15.00 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
　　

※当社は、平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。
平成30年３月期（予想）の期末配当金につきましては、当該株式併合を考慮した金額を記載しております。

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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 5,208 3.0 333 △33.2 319 △29.3 225 △26.9 81.63
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

※当社は、平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。
平成30年３月期の通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、当該株式併合の影響を考慮
した金額を記載しております。
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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) 30年３月期３Ｑ 3,092,623株 29年３月期 3,092,623株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ 335,863株 29年３月期 336,386株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Ｑ 2,757,183株 29年３月期３Ｑ 2,754,725株

　
※当社は、平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。
期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数につきましては、前連結会計年度の期首に当該株式併合が
行われたと仮定し、算定しております。

　

※ 四半期決算短信は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、添付資料２ページ「１.当四半期決算
に関する定性的情報（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（平成29年４月１日～平成29年12月31日）におけるわが国経済は、企業収益や雇用環

境の改善などを背景として景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、海外においては米国の政策動向や北朝

鮮をめぐる地政学的リスクの高まりなど、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

このような事業環境の中、当社グループは、暮らしに欠かせない文化と科学を提案するため、高付加価値製品の

開発および積極的な営業活動とコストの見直しに取り組んでまいりました。その結果、当第３四半期連結累計期間

の売上高は3,698百万円（前年同四半期比3.1％減）、営業利益は174百万円（前年同四半期比57.9％減）、経常利益

は164百万円（前年同四半期比57.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は100百万円（前年同四半期比60.0

％減）となりました。

セグメント別の状況は次のとおりであります。

(テクノ製品事業)

テクノ製品事業は、利益率の高い製品の海外売上が低調に推移したことに加えて、設備投資による減価償却費な

どのコストも増加した結果、売上高は2,689百万円（前年同四半期比7.6％減）、セグメント利益（営業利益）は353

百万円（前年同四半期比42.4％減）となりました。

(メディカル製品事業)

メディカル製品事業は、競合他社との厳しい市場競争の状況の中、製造コストの低減や新製品の投入および積極

的な営業活動に注力した結果、売上高は1,006百万円（前年同四半期比11.5％増）、セグメント利益（営業利益）は

30百万円（前年同四半期比30.2％増）となりました。

　

　

（２）財政状態に関する説明

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149百万円増加し、8,329百万円となりまし

た。これは主に、土地119百万円の増加、受取手形及び売掛金117百万円の増加、その他の流動資産67百万円の減少

などによるものです。

負債は前連結会計年度末に比べ79百万円増加し、3,938百万円となりました。これは主に、長期借入金178百万円

の増加、賞与引当金73百万円の減少などによるものです。

純資産は前連結会計年度末に比べ69百万円増加し、4,390百万円となりました。これは主に、利益剰余金54百万円

の増加などによるものです。

　

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成29年11月10日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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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29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,207,608 1,155,887

受取手形及び売掛金 1,121,195 1,238,314

商品及び製品 258,811 203,097

仕掛品 1,204,278 1,273,372

原材料及び貯蔵品 267,946 314,270

繰延税金資産 69,833 31,905

その他 242,885 175,303

貸倒引当金 △2,980 △123

流動資産合計 4,369,579 4,392,028

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,959,980 3,028,527

減価償却累計額 △1,490,033 △1,566,756

建物及び構築物（純額） 1,469,946 1,461,771

機械装置及び運搬具 2,605,781 2,678,593

減価償却累計額 △2,172,832 △2,265,561

機械装置及び運搬具（純額） 432,949 413,032

土地 1,389,457 1,508,716

リース資産 180,288 209,839

減価償却累計額 △34,262 △50,228

リース資産（純額） 146,025 159,610

建設仮勘定 50,660 81,046

その他 366,663 378,331

減価償却累計額 △300,178 △321,695

その他（純額） 66,485 56,636

有形固定資産合計 3,555,525 3,680,813

無形固定資産

特許権 7,135 6,636

リース資産 4,489 9,625

その他 10,782 10,242

無形固定資産合計 22,407 26,504

投資その他の資産

投資有価証券 161,185 157,935

出資金 210 210

繰延税金資産 4,677 6,270

その他 77,448 76,571

貸倒引当金 △11,283 △11,283

投資その他の資産合計 232,237 229,703

固定資産合計 3,810,169 3,937,021

資産合計 8,179,749 8,329,049
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 483,117 486,049

1年内返済予定の長期借入金 1,146,912 1,168,476

リース債務 33,021 42,077

未払法人税等 22,104 5,344

賞与引当金 130,681 56,808

その他 256,005 202,753

流動負債合計 2,071,843 1,961,509

固定負債

長期借入金 1,249,576 1,406,748

リース債務 109,491 113,432

繰延税金負債 18,276 16,458

再評価に係る繰延税金負債 31,616 31,616

株式給付引当金 38,541 51,954

厚生年金基金解散損失引当金 22,205 22,205

退職給付に係る負債 316,656 334,065

その他 745 745

固定負債合計 1,787,108 1,977,225

負債合計 3,858,952 3,938,734

純資産の部

株主資本

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 518,455 518,455

利益剰余金 2,050,326 2,105,069

自己株式 △218,951 △219,594

株主資本合計 4,289,663 4,343,764

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 86,585 83,753

土地再評価差額金 △77,128 △77,128

為替換算調整勘定 21,677 39,925

その他の包括利益累計額合計 31,133 46,550

純資産合計 4,320,797 4,390,314

負債純資産合計 8,179,749 8,329,049
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第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)

売上高 3,816,720 3,698,799

売上原価 2,595,048 2,550,840

売上総利益 1,221,671 1,147,959

販売費及び一般管理費 805,938 973,104

営業利益 415,732 174,855

営業外収益

受取利息 388 92

受取配当金 1,340 1,562

為替差益 － 3,711

補助金収入 10,000 －

貸倒引当金戻入額 － 2,856

その他 3,243 6,852

営業外収益合計 14,973 15,075

営業外費用

支払利息 18,009 18,677

為替差損 17,143 －

その他 13,462 6,950

営業外費用合計 48,615 25,627

経常利益 382,089 164,303

特別利益

固定資産売却益 － 125

特別利益合計 － 125

特別損失

固定資産除却損 219 －

特別損失合計 219 －

税金等調整前四半期純利益 381,870 164,429

法人税、住民税及び事業税 62,806 27,301

法人税等調整額 66,463 36,139

法人税等合計 129,270 63,441

四半期純利益 252,600 100,988

非支配株主に帰属する四半期純利益 200 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 252,399 100,988
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第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)

四半期純利益 252,600 100,988

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22,393 △2,831

為替換算調整勘定 △11,031 18,247

その他の包括利益合計 11,361 15,416

四半期包括利益 263,962 116,404

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 263,761 116,404

非支配株主に係る四半期包括利益 200 －
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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
その他
（注）

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,910,997 903,092 3,814,089 2,631 3,816,720

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 3,473 3,473 24,282 27,755

計 2,910,997 906,565 3,817,562 26,913 3,844,475

セグメント利益 614,672 23,083 637,755 14,806 652,562

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項)

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 637,755

「その他」の区分の利益 14,806

全社費用（注） △236,829

四半期連結損益計算書の営業利益 415,732

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

　

３．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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Ⅱ 当第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)

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
その他
（注）

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,689,783 1,006,631 3,696,414 2,385 3,698,799

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 1,082 1,082 26,542 27,624

計 2,689,783 1,007,713 3,697,496 28,927 3,726,424

セグメント利益 353,922 30,059 383,981 10,215 394,197

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項)

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 383,981

「その他」の区分の利益 10,215

全社費用（注） △219,341

四半期連結損益計算書の営業利益 174,855

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

　

３．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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