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2018年12月期 前半期 決算説明会 

東洋インキSCホールディングス株式会社 
2018年8月21日 

 

内容 
◆ 連結業績概況 
◆ 事業セグメントの概況 
◆ 中期経営計画への取組み 
◆ (ご参考) BS概況 
      地域別・事業別セグメント業績  

本資料中の計画、予想は2018年8月21日現在の認識・前提にたっており、
これからの国際情勢、経済状況、事業環境に著しい変化があった場合には、
実際の業績が記載と大きく異なる可能性があります。また、表記の金額は億
円未満について四捨五入しております。 



Copyright © 2018 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 

 
2018年12月期 前半期  決算説明会 

1 

■ 増収：アジアを中心とした海外での販売拡大により増収。 
■ 減益：原料価格高騰の影響を受け減益。 

連結業績概況 

(単位：億円) 

*1: 親会社株主に帰属する当期純利益 
*2: 2017年国内・国外とも1-6月に調整した実績値 
*3: 株式併合による 
*4: 18年設備投資計画は発注ベース 

科目 2017年度前半期
調整後実績 *2

2018年度前半期
実績

増減率(%)
2018年度通期
計画値 [期初]

2018年度通期
計画値 [修正後]

売上高 1,354 1,410 4.1 3,000 3,000

営業利益 101 78 ▲23.1 215 185

経常利益 104 75 ▲27.7 220 185

当期純利益 *1 89 54 ▲39.9 135 135

ROE - - - 6.0% 6.0%
営業利益率 7.4% 5.5% ▲1.9point 7.2% 6.2%

海外売上高比率 43.3% 46.3% 3.0point 45.0% 46.0%

決算期変更 国内 海外 

2017年度 2017年4-9月 2017年1-6月 

2017年度調整後 2017年1-6月 2017年1-6月 

2018年度 2018年1-6月 2018年1-6月 

配当(円) 

中間 

2017年度 

8.0 

2018年度(予定) 

8.0 

設備投資 

減価償却 

49億円 

46億円 

2018年度前半期 

160億円 

110億円 

2018年度通期計画 *4 

期末 8.0 45.0 *3 


Sheet1

		科目 カモク		2017年度前半期
調整後実績 *2 ネン ド ゼンハンキ チョウセイ ゴ ジッセキ		2018年度前半期
実績 ゼンハンキ ジッセキ		増減率(%) ゾウゲン リツ				2018年度通期
計画値 [期初] ネンド ツウキ ケイカク チ キショ		2018年度通期
計画値 [修正後] ネンド ツウキ ケイカク チ シュウセイ ゴ

		売上高 ウリアゲ タカ		1,354		1,410		4.1				3,000		3,000

		営業利益 エイギョウ リエキ		101		78		▲23.1				215		185

		経常利益 ケイジョウ リエキ		104		75		▲27.7				220		185

		当期純利益 *1 トウキ ジュンリエキ		89		54		▲39.9				135		135



		ROE		-		-		-				6.0%		6.0%

		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		7.4%		5.5%		▲1.9point				7.2%		6.2%

		海外売上高比率 カイガイ ウリアゲ ダカ ヒリツ		43.3%		46.3%		3.0point				45.0%		46.0%
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2018年度 前半期 営業利益の増減要因分析 

 
特記事項 
 
■ 販売数量の増加による増益(+8億円) 
  「色材・機能材」、「ポリマー・塗加工」、    
  「パッケージ」各セグメントの数量が増加 

■ 価格改定による増益 (+1億円) 
  プラスチック用着色剤、樹脂製品など 

■ 高機能製品の拡販による増益 (+1億円) 
  「ポリマー・塗加工」のエレクトロニクス関連、 
  インクジェットインキなど 

■ 原料価格高騰による減益 (▲22億円） 
  ナフサ価格高騰による、溶剤やモノマー、 
  中国環境規制強化による酸化チタンなど 

■ 販売価格の下落 (▲8億円) 
  液晶関連材料、パッケージ関連材料 

■ 固定費の増加 (▲3億円) 
  物流コスト・エネルギー費用など 

   

2018年度前半期        78億円 

2017年度前半期(調整後) 101億円 



Copyright © 2018 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 

 
2018年12月期 前半期  決算説明会 

3 

2018年度 後半期 営業利益の増減要因予想 

 
特記事項 
 
■ 販売数量の増加による増益(+28億円) 
  海外パッケージ関連材料、機能性インキなど 

■ 価格改定による増益(+8億円) 

■ 高機能製品の拡販による増益 (+5億円) 
  ディスプレイ関連材料、機能性フィルム、 
  インクジェットインキ 

 

■ 原料価格高騰による減益 (▲23億円） 

■ 固定費の増加 (▲10億円) 
  物流コスト・エネルギー費用など 

■ 販売価格の下落 (▲5億円) 
  液晶関連材料など 

   

2018年度後半期計画[修正後]  107億円 

2017年度後半期(調整後)   104億円 
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原料価格の影響と価格改定の効果 

前半期 後半期見込み 年度計 前半期 後半期見込み 年度計

色材・機能材 5 7 12 0.5 2.5 3

ポリマー・塗加工 8 7 15 0.5 1.5 2

パッケージ 5 5 10 - 3 3

印刷・情報 4 4 8 - 1 1

合計 22 23 45 1 8 9

原材料価格の影響額 価格改定の効果
(単位：億円) 

[その他の施策] 
 価格改定の推進をさらに強化 
 高付加価値製品の開発・販売によるセールスミックスの改善 
 生産スケールの最適化、生産プロセスの見直しによる収益力向上 
 キーマテリアルの処方改良や自製化 

 


Sheet1

				原材料価格の影響額 ゲンザイリョウ カカク エイキョウガク								価格改定の効果 カカク カイテイ コウカ

				前半期 ゼンハンキ		後半期見込み コウハンキ ミコ		年度計 ネンド ケイ				前半期 ゼンハンキ		後半期見込み コウハンキ ミコ		年度計 ネンド ケイ

		色材・機能材 シキザイ キノウ ザイ		5		7		12				0.5		2.5		3

		ポリマー・塗加工 ト カコウ		8		7		15				0.5		1.5		2

		パッケージ		5		5		10				-		3		3

		印刷・情報 インサツ ジョウホウ		4		4		8				-		1		1

		合計 ゴウケイ		22		23		45				1		8		9
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事業セグメント別実績 

(単位：億円） 

計画の前提となる指標 

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

色材・機能材 347 33 366 27 5.3 ▲18.6 775 61

ポリマー・塗加工 307 37 319 29 3.8 ▲20.8 680 71

パッケージ 305 12 329 8 8.0 ▲36.0 700 23

印刷・情報 393 11 388 7 ▲1.4 ▲38.0 825 18

その他・調整 16 8 8 7 8.6 ▲15.7 20 12

連結 1,354 101 1,410 78 4.1 ▲23.1 3,000 185

2018年度通期
計画 [修正後]

2017年度前半期
調整後実績

2018年度前半期
実績

増減率(%)

2017年
前半期平均

2018年
前半期平均

2018年度
後半期前提

2018年度
前提[期初]

1 USD= ¥112.1 ¥108.5 ¥110.0 ¥110.0

1 EUR= ¥122.2 ¥130.7 ¥130.0 ¥130.0

1 RMB= ¥16.4 ¥17.0 ¥17.0 ¥17.0

2017年度
前半期平均

2018年度
前半期平均

2018年度
後半期前提

2018年度
前提[期初]

ナフサ ￥40,450/KL ￥48,300/KL ￥52,000/KL ￥45,000/KL

ロジン ＄1,860/t ＄1,989/t ＄1,900/t ＄1,900/t

為替

原料


Sheet1

				2017年度前半期
調整後実績 ネンド ゼンハンキ チョウセイ ゴ ジッセキ				2018年度前半期
実績 ネンド ゼンハンキ ジッセキ				増減率(%) ゾウゲン リツ						2018年度通期
計画 [修正後] ネンド ツウキ ケイカク シュウセイ ゴ

				売上高 ウリアゲ タカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ タカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ タカ		営業利益 エイギョウ リエキ				売上高 ウリアゲ タカ		営業利益 エイギョウ リエキ

		色材・機能材 シキザイ キノウ ザイ		347		33		366		27		5.3		▲18.6				775		61

		ポリマー・塗加工 ト カコウ		307		37		319		29		3.8		▲20.8				680		71

		パッケージ		305		12		329		8		8.0		▲36.0				700		23

		印刷・情報 インサツ ジョウホウ		393		11		388		7		▲1.4		▲38.0				825		18

		その他・調整 タ チョウセイ		16		8		8		7		8.6		▲15.7				20		12

		連結 レンケツ		1,354		101		1,410		78		4.1		▲23.1				3,000		185






Sheet1

						2017年
前半期平均 ネン ゼンハンキ ヘイキン		2018年
前半期平均 ネン ゼンハンキ ヘイキン		2018年度
後半期前提 ネン ド コウハンキ ゼンテイ		2018年度
前提[期初] ネン ド ゼンテイ キショ

		為替 カワセ		1 USD=		¥112.1		¥108.5		¥110.0		¥110.0

				1 EUR=		¥122.2		¥130.7		¥130.0		¥130.0

				1 RMB=		¥16.4		¥17.0		¥17.0		¥17.0



						2017年度
前半期平均 ネン ド ゼンハンキ ヘイキン		2018年度
前半期平均 ネン ド ゼンハンキ ヘイキン		2018年度
後半期前提 ネン ド コウハンキ ゼンテイ		2018年度
前提[期初] ネン ド ゼンテイ キショ

		原料 ゲンリョウ		ナフサ		￥40,450/KL		￥48,300/KL		￥52,000/KL		￥45,000/KL

				ロジン		＄1,860/t		＄1,989/t		＄1,900/t		＄1,900/t
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各セグメントの概況（色材・機能材） 

前半期概要 後半期施策 

化成品  顔料は印刷分野では低調も、塗料用途で販売が伸長した。 
 原料価格高騰の影響を受けた。 

 高付加価値顔料の拡販 
 原材料の代替によるコストダウン

と価格改定の推進。 

表示材料  国内市場は縮小傾向も台湾・中国市場は大型パネルを中心に概
ね堅調に推移した。 

 台湾でのシェア拡大と中国での新規顧客での採用が進んだ。 

 中国既存顧客への拡販と新規顧客
への開発品の実績化を進める。 

着色剤  国内はパッケージ、海外はOA機器を中心に好調に推移した。 
 原料価格高騰の影響を受けた。 

 高意匠性/機能性着色剤の実績化を
着実に進める。 

機能性 
分散体 

 国内リチウムイオン電池用カーボン分散体は堅調に推移した。 
 絶縁ブラック分散体の販売が伸長した。 

 新規機能性分散体のサンプルワー
クを行い実績化を進める。 

概況 2017年度前半期
調整後実績

2018年度前半期
実績

増減率(%)
2018年度後半期

計画
2018年度通期
計画 [修正後]

売上 347 366 5.3 409 775
営業利益 33 27 ▲18.6 34 61

重点製品の売上目標
2017年度前半期

調整後実績
2018年度前半期

実績
増減率(%)

2018年度通期
計画

メディア材料 104 99 ▲4.8 225

機能性分散体 4 6 45 12

(単位：億円) 


Sheet1

		概況		2017年度前半期
調整後実績 ネンド ゼンハンキ チョウセイ ゴ ジッセキ		2018年度前半期
実績 ネンド ゼンハンキ ジッセキ		増減率(%) ゾウゲン リツ				2018年度後半期
計画 ネンド コウハンキ ケイカク		2018年度通期
計画 [修正後] ネンド ツウキ ケイカク シュウセイ ゴ

		売上		347		366		5.3				409		775

		営業利益		33		27		▲18.6				34		61



		重点製品の売上目標		2017年度前半期
調整後実績 ネンド ゼンハンキ チョウセイ ゴ ジッセキ		2018年度前半期
実績 ネンド ゼンハンキ ジッセキ		増減率(%) ゾウゲン リツ						2018年度通期
計画 ネンド ツウキ ケイカク

		メディア材料 ザイリョウ		104		99		▲4.8						225

		機能性分散体 キノウセイ ブンサン タイ		4		6		45						12
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前半期概要 後半期施策 

塗工材料  スマートフォン向け導電接着シート、エレクトロニクス関連の
機能性フィルムの拡販が進んだ。 

 精密塗工製品の立ち上げ 

接着剤  エレクトロニクス向けの粘着剤が好調に伸長した。 
 包装用やリチウムイオン電池用のラミネート接着剤が国内外で

伸長した。 
 原料価格高騰の影響を受けた。 

 グローバル供給体制拡充 
 採算是正に向けた価格適正化 

塗料樹脂  缶用塗料は欧米市場での環境対応製品が堅調に推移した。 
 国内はコーヒー缶の需要の低迷などにより低調に終わった。 

 環境対応製品群の拡充 
 高付加価値製品の拡大 

概況 2017年度前半期
調整後実績

2018年度前半期
実績

増減率(%)
2018年度後半期

計画
2018年度通期
計画 [修正後]

売上 307 319 3.8 361 680
営業利益 37 29 ▲20.8 42 71

重点製品の売上目標
2017年度前半期

調整後実績
2018年度前半期

実績
増減率(%)

2018年度通期
計画 [修正後]

エレ・オプト用製品 48 59 24 105

(単位：億円) 

各セグメントの概況（ポリマー・塗加工） 


Sheet1

		概況		2017年度前半期
調整後実績 ネンド ゼンハンキ チョウセイ ゴ ジッセキ		2018年度前半期
実績 ネンド ゼンハンキ ジッセキ		増減率(%) ゾウゲン リツ				2018年度後半期
計画 ネンド コウハンキ ケイカク		2018年度通期
計画 [修正後] ネンド ツウキ ケイカク シュウセイ ゴ

		売上		307		319		3.8				361		680

		営業利益		37		29		▲20.8				42		71



		重点製品の売上目標		2017年度前半期
調整後実績 ネンド ゼンハンキ チョウセイ ゴ ジッセキ		2018年度前半期
実績 ネンド ゼンハンキ ジッセキ		増減率(%) ゾウゲン リツ						2018年度通期
計画 [修正後] ネンド ツウキ ケイカク

		エレ・オプト用製品		48		59		24						105
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前半期概要 後半期施策 

軟包装材  国内は堅調に市場が推移する中、バイオマス製品の拡販を進
めた。 

 中国市場が低迷したものの、東南アジア、インドでの拡販が
進んだ。 

 国内外とも原料高の影響を大きく受けた。 

 価格改定の早期決着 
 バイオマス製品群、水性製品群の

拡販 

建材  国内向け輸出とも堅調に推移したが、原料高の影響を受けた。  トップコート新製品について、拡
販を加速する。 

段ボール  市場は堅調ながらも印刷面積の減少に歯止めがかからず、影
響を大きく受けた。 

 秋口に新製品を市場投入し、拡販
を進める。 

概況 2017年度前半期
調整後実績

2018年度前半期
実績

増減率(%)
2018年度後半期

計画
2018年度通期
計画 [修正後]

売上 305 329 8.0 371 700
営業利益 12 8 ▲36.0 15 23

重点製品の売上目標
2017年度前半期

調整後実績
2018年度前半期

実績
増減率(%)

2018年度通期
計画

海外リキッドインキ 118 136 15.3 300

(単位：億円) 

各セグメントの概況（パッケージ） 


Sheet1

		概況		2017年度前半期
調整後実績 ネンド ゼンハンキ チョウセイ ゴ ジッセキ		2018年度前半期
実績 ネンド ゼンハンキ ジッセキ		増減率(%) ゾウゲン リツ				2018年度後半期
計画 ネンド コウハンキ ケイカク		2018年度通期
計画 [修正後] ネンド ツウキ ケイカク シュウセイ ゴ

		売上		305		329		8.0				371		700

		営業利益		12		8		▲36.0				15		23



		重点製品の売上目標		2017年度前半期
調整後実績 ネンド ゼンハンキ チョウセイ ゴ ジッセキ		2018年度前半期
実績 ネンド ゼンハンキ ジッセキ		増減率(%) ゾウゲン リツ						2018年度通期
計画 ネンド ツウキ ケイカク

		海外リキッドインキ カイガイ		118		136		15.3						300
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前半期概況 後半期施策 

オフセット 
インキ 

 国内はチラシ、出版、新聞の需要減少の影響により低迷。新
製品拡販を進めたが、カバーには至らなかった。 

 海外はインドでの拡販が進み、輸出も伸張。南米では枚葉イ
ンキの拡販を進めた。 

 原料価格高騰の影響を受けた。 

 新製品の拡販推進 
 コストダウン、構造改革の推進 

機能材 
インキ 

 ＵＶインキは、省エネ・商業分野において国内外市場が拡大
したのに加え、紙器用途で拡販を行った。コストダウンを進
めたが原料価格高騰の影響を受けた。 

 インクジェットインキは欧州、中国等でＵＶ製品の拡販、国
内では水性製品開発が進み、大口案件でのスペックインが進
んだ。 

 拡販エリアを広げ、商業、紙器用
途でUVインキシェア拡大をさらに
進める。 

 獲得したインクジェットインキ新
規案件の推進 

概況 2017年度前半期
調整後実績

2018年度前半期
実績

増減率(%)
2018年度下半期

計画
2018年度通期
計画 [修正後]

売上 393 388 ▲1.4 437 825
営業利益 11 7 ▲38.0 11 18

重点製品の売上目標
2017年度前半期

調整後実績
2018年度前半期

実績
増減率(%)

2018年度通期
計画

機能材インキ 146 154 5.5 325

(単位：億円) 

各セグメントの概況（印刷・情報） 


Sheet1

		概況		2017年度前半期
調整後実績 ネンド ゼンハンキ チョウセイ ゴ ジッセキ		2018年度前半期
実績 ネンド ゼンハンキ ジッセキ		増減率(%) ゾウゲン リツ				2018年度下半期
計画 ネンド シモハンキ ケイカク		2018年度通期
計画 [修正後] ネンド ツウキ ケイカク シュウセイ ゴ

		売上		393		388		▲1.4				437		825

		営業利益		11		7		▲38.0				11		18



		重点製品の売上目標		2017年度前半期
調整後実績 ネンド ゼンハンキ チョウセイ ゴ ジッセキ		2018年度前半期
実績 ネンド ゼンハンキ ジッセキ		増減率(%) ゾウゲン リツ						2018年度通期
計画 ネンド ツウキ ケイカク

		機能材インキ キノウ ザイ		146		154		5.5						325
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グローバル展開 

□ パッケージ関連製品の拡大        [2020年度目標] 2017年比＋100億円 

□ 収益力強化に向けた事業領域の拡大     [2020年度目標] 2017年比      ＋51億円 

[インド] 
成長する同国のニーズに幅広く対応するため、各種インキの展開に加え、着色剤の新工場
建設、粘着剤の現地生産など、事業領域の拡大と複合化を推進してビジネスを拡大する。 
[トルコ] 
各品種の生産能力の増強と新事業のスタートを推進するため、新たな用地を確保した。2018年中
の着工を予定。 
成長著しいトルコおよび周辺エリア（中東、アフリカ、中央アジア、東欧など）でトップシェ
アとブランド確立を目指す。 

[ミャンマー] 
周辺国からの輸出にて事業を展開していたが、インキ及びラミネート接
着剤の製造・販売会社を2018年8月に設立。2019年内の稼働を予定。 
[ベトナム・マレーシア] 
グラビアインキ生産設備を増強。 
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新製品の拡大（色材・機能材） 

炭素材料、無機粒子、金属粒子を対象に、コア技術である分散技術・表
面処理技術の進化による製品ラインアップを拡充し、モビリティ、エレ
クトロニクス、意匠分野での実績拡大を目指す。 

機能性材料の拡充 

モビリティ 
□ リチウムイオン電池用カーボン/CNT導電分散液 
  リチウムイオン電池の高導電性と高耐久性を低添加量で実現。 
  米国や中国における実績化に向け積極展開中。 
□ 自動車ガラス中間膜用無機粒子分散液 
  高透明性を維持しながら熱線・可視光線遮蔽を実現。 
エレクトロニクス 
□ フォルダブルディスプレー透明PI樹脂用無機粒子分散液 
  高透明性を維持しながら、各種物性向上や色調調整を実現。 
□ インダクタ用金属粒子分散液 
  高分散・細密充填化によって高透磁率を実現し、インダクタの小型化に貢献。 
意匠性・デザイン 
□ 漆黒材料（カラーブランディング） 
  幅広い用途で、付加価値の高い黒を実現。 
  塗料メーカーやエンドメーカー、デザイナーなどによるコンソーシアムを形成。 
  オープンイノベーションによる付加価値の高い黒のブランディングを進める。 
□ フロスト調ボトル用マスターバッチ 
  後加工なく、通常成形で新たな風合いのボトルを実現。 

2020年度売上目標：30億円 

2020年度売上目標：10億円 

2020年度売上目標：10億円 
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新製品の拡大（ポリマー・塗加工） 

これまで展開してきた電磁波シールド材料に加え、幅広
い周波数領域に対応する製品の開発・拡販を進める。 

直進性が強い 
情報伝送容量が大きい 

直進性が弱い 
情報伝送容量が小さい 

次世代移動通信（５Ｇ）
の登場により通信速度が
さらに高速化することで、
高周波への対応が必須。 

低周波領域に対応する 
電磁波吸収材料の開発 

電気自動車の普及に伴うノイズ対策の
需要拡大や、省人力化に寄与するRFID
技術の浸透など、低周波領域に対応す 

高周波に対応する電磁
波シールド材料の開発 

る電磁波吸収材料へのニー
ズに応える製品を開発。 

電磁波ノイズ対応製品の拡充 

2020年度売上目標： 40億円 
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新製品の拡大（パッケージ、印刷・情報） 

バイオマスグラビアインキ 
 バイオマス素材を原料に使用したインキは、カーボンオフセットの考え方からCO2削減に貢献 
 できる。地球環境保全の観点から、バイオマスインキの開発・拡販を進める。 
 ラミネート用、表刷用、紙用といった各種インキをラインナップするだけでなく、ラミネート 
 接着剤もバイオマス型を用意し、トータルで循環型社会に応えていく。 

バイオマスインキ拡販 低炭素社会に向けて、バイオマス素材を原料とした脱石化製品を国
内外市場に展開する。 

2020年度売上目標：20億円 

インクジェットインキ 
□商業印刷市場：「基材への浸透性技術」と「色間にじみ抑制技術」により、コート紙基材に直接 
 印刷が可能となった。業界トップレベルの印刷速度と画質を市場に提供する。 
□軟包装市場：インクジェットインキのみならず、様々なフィルム基材への対応を可能とするアン 
 カー剤、更にはラミネート接着剤も提案することで、高画質かつ高生産性なソリューションを市 
 場に提案する。 

金属インキ 
 速乾性と加工密着性の両立を実現した業界初の低マイグレーションLED-UVインキを発表。食缶 
 を中心に市場が伸長する中、金属インキ市場におけるLED-UVインキのパイオニアとして、海外 
 事業の拡大を推進していく。 

機能性製品の拡販 インクジェットインキや金属インキなど付加価値の高い機能性製品
の拡販を推進する。 

2020年度売上目標：60億円 

2020年度売上目標：60億円 
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新規事業領域での取り組み 

□ IoT関連ビジネス 
ポリマー素材と回路設計技術による独自のインターフェースをコアとした行動検知シ
ステム「Fichvita(フィッチヴィータ)®」を開発。床に設置したセンサーパネルの上
を歩くことで、歩幅や歩行速度・方向、通行人数、転倒状態などを検出できる。 
2018年7月より顧客と実証実験を開始し、2019年の事業化を計画。 
今回のトライアルを通じてデータテクノロジーを強化し、小売り店舗や物流などの幅
広い市場へのソリューションビジネスに展開し、生活文化のデジタルトランスフォー
メーションへの貢献を目指す。 

センサー技術   ＋   データサイエンス 

歩幅 

歩行速度 

移動方向 
歩行人数 

転倒状態 

体の向き 滞留時間 

[物流倉庫･工場] 
カメラの死角や暗い場
所・時間帯の行動検知 

ソリューション提案 

[施設･住宅] 
カメラが設置できな
い場所での異常検知 

[小売店舗] 
購買行動の分析 
効果的な陳列の提案 

IoT 
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（ご参考）BS概況 

科目
2017年
12月末

2018年
6月末

増減率
(%)

流動資産 1,965 2,006 2.1

固定資産 1,832 1,762 ▲3.8

資産計 3,797 3,768 ▲0.8

流動負債 933 985 5.5

固定負債 553 528 ▲4.5

負債合計 1,486 1,512 1.8

純資産計 2,311 2,256 ▲2.4

負債純資産計 3,797 3,768 ▲0.8

科目
2017年
12月末

2018年
6月末

有利子負債(億円) 605 601

自己資本比率(%) 59.0 58.0

D/Eレシオ 0.30 0.30

66 
9 

連結子会社数 

持分法適用会社数 

2017年12月末 

66 
9 

2018年6月末 

(単位：億円) 


Sheet1

		科目 カモク		2017年
12月末 ネン ガツ マツ		2018年
6月末 ネン ガツ マツ		増減率
(%) ゾウゲン リツ

		流動資産 リュウドウ シサン		1,965		2,006		2.1

		固定資産 コテイ シサン		1,832		1,762		▲3.8

		資産計 シサン ケイ		3,797		3,768		▲0.8



		流動負債 リュウドウ フサイ		933		985		5.5

		固定負債 コテイ フサイ		553		528		▲4.5

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,486		1,512		1.8



		純資産計 ジュンシサン シサン ケイ		2,311		2,256		▲2.4

		負債純資産計 フサイ ジュンシサン ケイ		3,797		3,768		▲0.8

		科目 カモク		2017年
12月末 ネン ガツ マツ		2018年
6月末 ネン ガツ マツ

		有利子負債(億円) ユウ リシ フサイ オクエン		605		601

		自己資本比率(%) ジコ シホン ヒリツ		59.0		58.0

		D/Eレシオ		0.30		0.30
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（ご参考）地域別セグメント実績 

アジア・オセアニア 

ヨーロッパ 

北米・中南米 

調整 

連結計 

日本 

売上高 営業利益 

第1四半期 第3四半期 第4四半期 合計 

450 37 

221 14 

47 2 

32 ▲0 

▲74 ▲1 

676 52 

448 30 

251 17 

49 2 

33 0 

▲69 2 

713 52 

470 37 

260 15 

52 3 

33 ▲1 

▲81 ▲2 

734 52 

1,799 133 

963 62 

200 10 

132 ▲1 

▲293 ▲1 

2,801 205 

431 29 

231 15 

51 4 

32 ▲0 

▲68 1 

678 49 

売上高 

第2四半期 

営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 

（参考） 
昨年度調整後実績

(億円) 

アジア・オセアニア 

ヨーロッパ 

北米・中南米 

調整 

連結計 

日本 

売上高 営業利益 

当第2四半期 
(3ヶ月）実績 

(億円) 

増減率 
2018年12月期 

第1四半期比較(%) 

当期実績(累計) 
(億円) 

売上高 

増減率 
前年同期比較(%) 

営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 
当期実績 

増減率 
前年同期比較(%) 

452 23 

268 14 

55 2 

35 ▲0 

▲82 ▲1 

727 39 

5.6 ▲1.0 

10.3 3.9 

8.4 197.2 

5.7 - 

- - 

6.5 0.7 

4.7 ▲19.8 

16.0 ▲5.9 

6.5 ▲39.6 

7.6 - 

- - 

7.2 ▲20.5 

879 47 

511 27 

105 

68 ▲1 

▲154 1 

1,410 78 

3 

▲0.2 ▲28.8 

13.1 ▲6.5 

7.1 ▲43.3 

4.6 - 

- - 

4.1 ▲23.1 
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（ご参考）事業別セグメント実績 

（注）事業セグメントの日本・海外の実績には地域間消去を考慮していません。 

その他 

調整 

連結合計 

パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

日本 

海外 

合計 

印
刷
・ 

情
報 

ポ
リ
マ
ー
・ 

塗
加
工 

色
材  

・ 

機
能
材 

日本 

海外 

合計 

日本 

海外 

合計 

日本 

海外 

合計 

2018年12月期 
第2四半期実績 

(億円) 

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 

当期累計実績 
(億円) 

売上高 営業利益 売上高 営業利益 

増減率 

(前年同期比較 %) 

増減率 
(2018年12月期 

第1四半期比較 %) 

増減率 
(前年同期比較 %) 

103 12 

123 3 

189 14 

125 11 

68 5 

167 17 

103 2 

70 2 

171 4 

112 ▲2 

96 5 

196 3 

16 0 

▲12 ▲0 

727 39 

2.8 ▲4.3 

14.9 ▲30.6 

7.4 ▲21.6 

8.6 ▲11.7 

18.4 ▲7.1 

7.8 ▲8.3 

6.8 ▲50.3 

17.5 21.6 

10.6 ▲32.8 

0.1 - 

3.4 ▲6.8 

2.3 ▲25.4 

14.4 ▲75.2 

- - 

7.2 ▲20.5 

5.2 31.7 

9.9 27.3 

7.1 13.6 

11.3 42.9 

16.5 18.1 

9.6 36.7 

9.8 106.2 

5.0 ▲15.0 

7.8 15.9 

▲1.6 - 

7.3 27.3 

2.3 ▲11.9 

▲3.4 ▲92.2 

- - 

6.5 0.7 

202 22 

236 6 

366 27 

238 18 

126 10 

319 29 

197 3 

137 4 

329 7 

225 ▲3 

185 9 

388 7 

33 7 

▲25 0 

1,410 78 

▲0.9 ▲11.8 

12.1 ▲29.4 

5.3 ▲18.6 

2.6 ▲25.2 

11.0 ▲15.6 

3.8 ▲20.8 

3.9 ▲60.0 

15.7 15.3 

8.0 ▲36.0 

▲6.0 - 

3.7 ▲2.4 

▲1.4 ▲38.0 

8.6 ▲15.7 

- - 

4.1 ▲23.1 
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進出を決めたミャンマー出展を始め、成長地域・成長事業領域でのプロモーションに集中して
いきます。 

開催期間 開催地 主な出展内容 
Propak Myanmar  

9月13日～15日 ヤンゴン パッケージ・商業印刷用インキ、 
接着剤ほか 

Tokyo Pack 

10月2日～5日 東京ビッグサイト パッケージ用インキ、 
IJ、接着剤、製版システム 

All in Print China 

10月24日～28日 上海 
 

パッケージ・商業印刷用インキ、 
IJ、接着剤ほか 

Eurasia Packaging Fair 

10月31日～ 11月3日 イスタンブール 
 

パッケージ用インキ、IJ、 
接着剤 

高機能フィルム展 

12月5日～7日 
 

幕張メッセ 
 

自動車内装用加飾材料 
ハードコート、粘接着剤ほか 

（ご参考） 2018年後半期 主要展示会出展予定 
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