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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第１四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30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 ％

31年３月期第１四半期 5,241 4.0 83 △34.2 117 △11.4 80 △15.6

30年３月期第１四半期 5,039 8.3 126 20.9 132 13.0 95 △2.5
(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 △95百万円( ―％) 30年３月期第１四半期 △46百万円( ―％)
　

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１四半期 5.65 ―

30年３月期第１四半期 6.69 ―
　　

（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１四半期 14,162 6,713 46.5

30年３月期 14,795 6,922 45.9
(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 6,580百万円 30年３月期 6,788百万円
　　

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 ― 8.00 8.00

31年３月期 ―

31年３月期(予想) 0.00 ― 8.00 8.00
(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、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) 10,300 △0.1 270 △16.8 260 △24.1 170 △26.8 11.86

通期 22,000 3.5 750 29.4 740 20.3 500 7.4 34.89
(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)
　

（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) 31年３月期１Ｑ 14,624,000株 30年３月期 14,624,000株

② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 294,277株 30年３月期 294,277株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 14,329,723株 30年３月期１Ｑ 14,332,065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、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。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。
　当社の四半期連結財務諸表に表示されている科目及びその他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりま
したが、当第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結累計期間より百万円単位で記載することに変更いたしま
した。
　なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第１四半期連結累計期間についても百万円単位に組替え表
示しております。
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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の当社が属するプリント配線板業界の状況は、国内の景気は緩やかに回復が続き、自動車

関連や省エネ、高付加価値の家電製品、映像関連等の需要が堅調に推移した結果、前年同四半期を上回りました。

海外では中国やアジア新興国で堅調な内需に加え輸出の増加により景気は安定拡大を続けたことから、需要は堅調に

推移しました。

このような状況の中、当社グループの国内業績は、プリント配線板事業で自動車関連分野やＬＥＤ照明等の家電製品と

液晶テレビ等映像関連分野の受注が好調に推移し、実装関連事業では、航空機やスマートフォン関連向けの受注が堅調

に推移したことで前年同四半期を上回りました。

海外では中国でＬＥＤ照明等の家電製品分野等の受注は増加したものの、円高の為替影響により、前年同四半期を下

回りました。これらの結果、売上高は国内の好調により5,241百万円（前年同四半期比4.0％増 202百万円の増収）とな

りました。

利益面は、前期からの需給逼迫による銅箔価格高騰に対応した製品価格の適正化を進めてきましたが、材料の値上げ

から製品価格の適正化までの時期にタイムラグが出たことから、営業利益は83百万円（前年同四半期比34.2％減 43百

万円の減益）、経常利益は117百万円（前年同四半期比11.4％減 15百万円の減益）となりました。親会社株主に帰属す

る四半期純利益は80百万円（前年同四半期比15.6％減 14百万円の減益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（総資産）

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、主に受取手形及び売掛金の減少403百万円、有形固定資産の減少80百

万円等により、14,162百万円（前連結会計年度末比633百万円の減少）となりました。

　（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、主に支払手形及び買掛金の減少577百万円、長期借入金の増加233百万

円等により、7,449百万円（前連結会計年度末比423百万円の減少）となりました。

　（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、主に為替換算調整勘定の減少130百万円等により、6,713百万円（前

連結会計年度末比209百万円の減少）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

当期の業績につきましては、平成30年４月27日発表からの変更はございません。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,351 3,358

受取手形及び売掛金 4,439 4,035

製品 692 741

仕掛品 366 406

原材料及び貯蔵品 981 936

その他 430 364

貸倒引当金 △10 △4

流動資産合計 10,250 9,838

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,380 3,371

減価償却累計額 △2,718 △2,733

建物及び構築物（純額） 662 637

機械装置及び運搬具 7,616 7,614

減価償却累計額 △5,557 △5,597

機械装置及び運搬具（純額） 2,059 2,016

土地 698 698

建設仮勘定 39 13

その他 1,100 1,138

減価償却累計額 △866 △892

その他（純額） 234 246

有形固定資産合計 3,693 3,613

無形固定資産 86 77

投資その他の資産

投資有価証券 339 296

繰延税金資産 212 126

その他 227 222

貸倒引当金 △13 △12

投資その他の資産合計 765 632

固定資産合計 4,545 4,323

資産合計 14,795 14,162
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,719 3,142

短期借入金 2,120 2,134

1年内返済予定の長期借入金 210 224

リース債務 20 19

未払法人税等 37 38

賞与引当金 171 234

その他 591 680

流動負債合計 6,871 6,473

固定負債

長期借入金 201 435

リース債務 82 77

退職給付に係る負債 379 409

繰延税金負債 111 －

その他 226 53

固定負債合計 1,001 975

負債合計 7,872 7,449

純資産の部

株主資本

資本金 1,102 1,102

資本剰余金 1,153 1,153

利益剰余金 4,062 4,028

自己株式 △33 △33

株主資本合計 6,285 6,251

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 132 99

繰延ヘッジ損益 △3 △1

為替換算調整勘定 511 381

退職給付に係る調整累計額 △138 △151

その他の包括利益累計額合計 502 328

非支配株主持分 134 132

純資産合計 6,922 6,713

負債純資産合計 14,795 14,162
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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：百万円)
前第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)

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

売上高 5,039 5,241

売上原価 4,133 4,370

売上総利益 905 871

販売費及び一般管理費 779 787

営業利益 126 83

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 0 1

為替差益 10 33

仕入割引 1 5

雑収入 5 8

営業外収益合計 18 49

営業外費用

支払利息 7 10

売上債権売却損 3 4

雑損失 1 0

営業外費用合計 12 15

経常利益 132 117

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産売却損 1 ―

固定資産除却損 2 0

特別損失合計 3 0

税金等調整前四半期純利益 129 116

法人税、住民税及び事業税 31 34

法人税等合計 31 34

四半期純利益 98 82

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

2 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 95 80
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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：百万円)
前第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)

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

四半期純利益 98 82

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △24 △32

繰延ヘッジ損益 0 1

為替換算調整勘定 △129 △133

退職給付に係る調整額 8 △12

その他の包括利益合計 △145 △177

四半期包括利益 △46 △95

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △45 △93

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △2

決算短信（宝印刷） 2018年07月30日 20時09分 8ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



株式会社京写(6837) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

― 7 ―

（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）

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

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）

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

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）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　 「『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）等を当第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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