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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6月30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1四半期 1,109 15.5 57 △0.8 62 2.0 44 25.5

29年3月期第1四半期 960 8.4 57 198.9 60 125.9 35 ―

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　46百万円 （281.8％） 29年3月期第1四半期　　12百万円 （99.5％）

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

30年3月期第1四半期 10.40 ―

29年3月期第1四半期 8.28 ―

(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 ％

30年3月期第1四半期 4,327 2,910 67.3

29年3月期 4,385 2,896 66.0

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 2,910百万円 29年3月期 2,896百万円

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

29年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 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. 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、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) 1,931 0.8 48 △45.7 58 △37.9 30 △40.0 6.97

通期 3,863 △4.2 96 △3.5 116 △4.5 61 ― 14.17

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 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 ： 有

(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1Q 5,722,500 株 29年3月期 5,722,500 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 1,418,249 株 29年3月期 1,418,249 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 4,304,251 株 29年3月期1Q 4,305,495 株

※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、添付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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善などを背景に、緩やかな景気回

復基調が継続しておりますが、政府の不確実性や中国やアジア新興国の経済情勢の不安定性など、先行きに不透

明な状況の中で推移しました。

　このような状況の中で、「新生ナビタス50プラス１」をスローガンに、創立51年目を新経営体制で迎えた当第

１四半期連結累計期間は、当社の最重要戦略製品である「空気転写機（NATS）」の市場開拓と技術開発に資源を

集中すると共に、主力のホットスタンプ機・パッド印刷機及びこれら装置の関連資材商品の販売を独立採算事業

部制に基づく新体制で開始いたしました。

　その結果、自動車市場における「空気転写機（NATS）」及びその転写フィルムの販売が伸長し、また、ホット

スタンプ特注機とパッド印刷関連資材商品、当社グループ業績の基盤を支えるインモールド転写フィルムや画像

検査装置の販売も堅調に推移しました。この一方、不採算事業の見直しと高収益事業へ資源を集中投資するとい

う経営戦略の元、来期以降の業績向上を目論み、研究開発投資と人財投資（当社グループ従業員14名増）を積極

的に進めております。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は11億09百万円（前年同期比15.5%

増）となりました。また、利益面におきましては、営業利益が57百万円（前年同期比0.8%減）、経常利益が62百

万円（前年同期比2.0%増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は44百万円（前年同期比25.5%増）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総資産は、前連結会計年度末と比較して58百万円減少し、43億27百万円

となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が28百万円、仕掛品が13百万円増加し、現金及び預金が76

百万円、商品及び製品が30百万円減少したことによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末と比較して73百万円減少し、14億16百万円となりました。これは主として短期借入

金が12百万円増加し、未払法人税等が64百万円、賞与引当金が17百万円減少したことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末と比較して14百万円増加し、29億10百万円となりました。これは主として、利益

剰余金が12百万円増加したことによるものであります。

　これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して1.3ポイント増加し、67.3％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30年３月期の通期の業績見通しにつきましては、平成29年５月15日の決算発表時の業績予想から変更して

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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,999,583 1,923,168

受取手形及び売掛金 854,553 882,742

商品及び製品 152,309 122,225

仕掛品 205,356 218,898

原材料及び貯蔵品 150,189 147,739

その他 101,483 102,955

貸倒引当金 △32,323 △28,739

流動資産合計 3,431,153 3,368,991

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 47,539 46,869

土地 559,497 559,497

その他（純額） 29,584 28,812

有形固定資産合計 636,621 635,179

無形固定資産 1,713 3,593

投資その他の資産

投資有価証券 248,575 252,682

退職給付に係る資産 2,944 2,564

その他 65,671 64,937

貸倒引当金 △682 △611

投資その他の資産合計 316,510 319,573

固定資産合計 954,845 958,347

資産合計 4,385,999 4,327,338
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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１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 865,203 872,385

短期借入金 7,050 20,021

未払法人税等 84,485 20,146

未払消費税等 24,621 14,719

賞与引当金 52,857 34,931

その他 297,933 288,675

流動負債合計 1,332,152 1,250,879

固定負債

長期借入金 867 722

退職給付に係る負債 33,965 34,786

役員退職慰労引当金 111,604 117,014

その他 11,150 13,032

固定負債合計 157,587 165,556

負債合計 1,489,739 1,416,435

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金 943,375 943,375

利益剰余金 1,253,487 1,265,959

自己株式 △450,976 △450,976

株主資本合計 2,821,285 2,833,757

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 26,154 32,049

為替換算調整勘定 48,819 45,095

その他の包括利益累計額合計 74,973 77,145

純資産合計 2,896,259 2,910,902

負債純資産合計 4,385,999 4,327,338
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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)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 960,212 1,109,445

売上原価 649,779 769,106

売上総利益 310,433 340,338

販売費及び一般管理費 252,758 283,146

営業利益 57,674 57,192

営業外収益

受取利息 125 220

受取配当金 1,999 1,213

受取賃貸料 2,990 2,800

その他 682 1,007

営業外収益合計 5,797 5,242

営業外費用

支払利息 240 155

売上債権売却損 5 46

為替差損 2,211 14

その他 78 76

営業外費用合計 2,536 293

経常利益 60,936 62,140

特別損失

固定資産除却損 － 4

特別損失合計 － 4

税金等調整前四半期純利益 60,936 62,136

法人税等 25,270 17,383

四半期純利益 35,665 44,753

親会社株主に帰属する四半期純利益 35,665 44,753
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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)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 35,665 44,753

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,779 5,895

為替換算調整勘定 △7,594 △3,723

その他の包括利益合計 △23,374 2,171

四半期包括利益 12,291 46,924

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 12,291 46,924

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。

（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もり、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を採用しております。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。

（セグメント情報等）

当社及び連結子会社の事業は、印刷機器関連の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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