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1. 平成29年12月期第2四半期の連結業績（平成29年1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 ％

29年12月期第2四半期 9,824 1.4 1,660 38.1 1,599 193.6 1,202 167.9

28年12月期第2四半期 9,685 △5.8 1,202 28.5 544 △56.4 448 △42.0

（注）包括利益 29年12月期第2四半期　　900百万円 （―％） 28年12月期第2四半期　　△2,524百万円 （―％）

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

29年12月期第2四半期 46.16 43.78

28年12月期第2四半期 19.32 16.11

(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12月期第2四半期 54,902 50,362 88.3

28年12月期 55,315 48,245 83.7

（参考）自己資本 29年12月期第2四半期 48,493百万円 28年12月期 46,277百万円

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12月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00

29年12月期 ― 0.00

29年12月期（予想） ― 40.00 40.00

（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12月期の連結業績予想（平成29年 1月 1日～平成29年12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 20,000 2.4 3,000 9.4 3,200 1.9 2,250 6.8 86.37

（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

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） 29年12月期2Q 27,069,467 株 28年12月期 26,312,402 株

② 期末自己株式数 29年12月期2Q 24,293 株 28年12月期 873,950 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期2Q 26,051,029 株 28年12月期2Q 23,237,807 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　業績予想につきましては現時点で判断できる一定の前提に基づいており、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、実際の業績等は
様々な要因により大きく異なる可能性があります。

（四半期決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法について）

　当社は、平成29年８月７日（月）にアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日使用する決算補足説明資料は開催後速やかに当社ホームページに
掲載する予定です。



日本セラミック株式会社(6929) 平成29年12月期 第２四半期決算短信

1

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 2

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………… 3

（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 ………………………………………… 5

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………… 7

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… 8

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… 8

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… 8

（追加情報） …………………………………………………………………………………………… 8

（セグメント情報） …………………………………………………………………………………… 8

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………… 8

決算短信（宝印刷） 2017年08月04日 10時16分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



日本セラミック株式会社(6929) 平成29年12月期 第２四半期決算短信

2

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２四半期連結累計期間における世界経済は、米国経済が政策に懸念があるものの比較的安定して推移してお

り、アジア、欧州経済も緩やかな回復基調であったため比較的安定的に推移しましたが、保護貿易主義や地政学的

リスクによる先行きの不透明感は依然として払拭されておりません。わが国経済は、人手不足や消費の伸び悩みな

どの懸念はあるものの国内外経済の安定化に伴い横ばいで推移しております。

このような経営環境の中、当社グループでは引き続き生産活動の改善と在庫の適正化による原価の圧縮に力を入

れております。販売においては引き続き自動車業界向けセンサや赤外線センサ製品の売上が好調ではありますが、

照明関連、磁性製品の売上は、顧客の在庫調整や不採算アイテムの整理などにより減少しました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は9,824百万円（前年同四半期比1.4％増加）とな

りました。利益面は売上高の増加や製造費用の圧縮などから営業利益は1,660百万円（前年同四半期比38.1％増

加）となりました。経常利益は受取利息が減少したものの為替差損の減少により1,599百万円（前年同四半期比

193.6％増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,202百万円（前年同四半期比167.9％増加）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ235百万円減少し43,045百万円とな

りました。その主な要因は、現金及び預金が852百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が342百万円減少したこ

と、たな卸資産が438百万円減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ178百万円減少し11,856百万円となりました。その主な要因は、減価償却

などにより有形固定資産が102百万円減少したこと、株価の下落と一部売却により投資有価証券が68百万円減少し

たことなどによります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,530百万円減少し4,539百万円となりました。その主な要因は、新株予約

権付社債が権利行使により2,803百万円減少したことなどによります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,117百万円増加し50,362百万円となりました。その主な要因は、自己

株式が新株予約権付社債の権利行使に充当したことにより1,347百万円減少したこと、同じく権利行使による株式

転換により資本金が620百万円、資本剰余金が606百万円増加したことなどによります。

② キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益1,618百万円や売上債権の減少

による285百万円、たな卸資産の減少による402百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払

額253百万円などのキャッシュ減少要因により3,093百万円の収入（前年同四半期1,055百万円の収入）となりまし

た。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純増174百万円の支出、生産設備など有形固定

資産の取得による299百万円の支出などにより491百万円の支出（前年同四半期5,733百万円の収入）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当社による配当金の支払額1,270百万円、自己株式の取得

による支出285百万円などにより1,502百万円の支出（前年同四半期1,266百万円の支出）となりました。

以上の項目に換算差額を調整した結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は874百万円

増加し20,360百万円（前年同四半期19,605百万円）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

連結業績予想につきましては、現時点では平成29年２月10日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

なお、実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績予想に関

して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成28年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,215 33,068

受取手形及び売掛金 4,410 4,068

たな卸資産 5,767 5,329

繰延税金資産 217 207

その他 670 379

貸倒引当金 △1 △6

流動資産合計 43,280 43,045

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,066 5,007

機械装置及び運搬具（純額） 1,356 1,387

土地 3,191 3,191

建設仮勘定 100 26

その他（純額） 205 204

有形固定資産合計 9,920 9,817

無形固定資産

土地使用権 453 439

その他 29 39

無形固定資産合計 482 478

投資その他の資産

投資有価証券 1,582 1,514

その他 142 135

貸倒引当金 △92 △89

投資その他の資産合計 1,632 1,560

固定資産合計 12,034 11,856

資産合計 55,315 54,902
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(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 2,589 2,568

設備関係支払手形 23 72

1年内償還予定の新株予約権付社債 - 291

未払金 328 388

未払法人税等 265 368

賞与引当金 21 22

役員賞与引当金 30 12

その他 280 364

流動負債合計 3,538 4,088

固定負債

新株予約権付社債 3,095 -

退職給付に係る負債 182 210

繰延税金負債 218 206

その他 35 34

固定負債合計 3,531 451

負債合計 7,070 4,539

純資産の部

株主資本

資本金 10,241 10,861

資本剰余金 12,581 13,187

利益剰余金 22,669 22,608

自己株式 △1,388 △40

株主資本合計 44,104 46,618

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 413 384

為替換算調整勘定 1,616 1,348

退職給付に係る調整累計額 142 142

その他の包括利益累計額合計 2,172 1,874

新株予約権 10 -

非支配株主持分 1,957 1,869

純資産合計 48,245 50,362

負債純資産合計 55,315 54,902
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 9,685 9,824

売上原価 7,355 7,102

売上総利益 2,330 2,722

販売費及び一般管理費 1,127 1,061

営業利益 1,202 1,660

営業外収益

受取利息 234 154

受取配当金 19 18

受取地代家賃 41 40

貸倒引当金戻入額 0 -

その他 19 26

営業外収益合計 315 239

営業外費用

為替差損 945 273

賃貸収入原価 21 20

売上債権売却損 6 5

その他 0 0

営業外費用合計 973 299

経常利益 544 1,599

特別利益

固定資産売却益 14 0

投資有価証券売却益 - 21

新株予約権戻入益 0 4

特別利益合計 14 25

特別損失

固定資産売却損 6 -

固定資産除却損 4 7

特別損失合計 11 7

税金等調整前四半期純利益 548 1,618

法人税、住民税及び事業税 120 346

法人税等調整額 △74 11

法人税等合計 46 357

四半期純利益 502 1,260

非支配株主に帰属する四半期純利益 53 58

親会社株主に帰属する四半期純利益 448 1,202
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 502 1,260

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △326 △28

為替換算調整勘定 △2,677 △331

退職給付に係る調整額 △22 -

その他の包括利益合計 △3,026 △360

四半期包括利益 △2,524 900

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,232 873

非支配株主に係る四半期包括利益 △291 26
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 548 1,618

減価償却費 423 424

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 4 0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12 △17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △37 27

受取利息及び受取配当金 △254 △172

為替差損益（△は益） 33 217

投資有価証券売却損益（△は益） - △21

固定資産売却損益（△は益） △7 △0

固定資産除却損 4 7

売上債権の増減額（△は増加） 17 285

たな卸資産の増減額（△は増加） 452 402

仕入債務の増減額（△は減少） 31 56

その他 103 400

小計 1,291 3,231

利息及び配当金の受取額 201 115

法人税等の支払額 △438 △253

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,055 3,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,942 △5,722

定期預金の払戻による収入 8,013 5,547

有価証券の取得による支出 △9 △0

有形固定資産の取得による支出 △342 △299

有形固定資産の売却による収入 15 1

無形固定資産の取得による支出 - △22

投資有価証券の売却による収入 - 47

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却に
よる支出

- △46

その他 - 3

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,733 △491

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入 94 52

自己株式の取得による支出 △0 △285

配当金の支払額 △1,359 △1,270

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,266 △1,502

現金及び現金同等物に係る換算差額 △185 △223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,337 874

現金及び現金同等物の期首残高 14,268 19,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,605 20,360
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（４）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）

当社は、当第２四半期連結累計期間において、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により自己株

式を952,431株処分、また、新株式発行757,065株により資本金及び資本剰余金がそれぞれ620百万円増加しまし

た。

その他、平成28年２月５日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を138,000株取得し、ストックオプションの

権利行使に伴う減少等と併せて自己株式が純額1,347百万円が減少しました。

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末において、資本金が10,861百万円、資本剰余金が13,187百万円、

自己株式が40百万円となっております。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第

１四半期連結会計期間から適用しております。

　

（セグメント情報等）

当社グループは、電子部品及びその関連製品の研究開発、製造並びに販売を主たる目的とした単一事業である

ため、セグメントの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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