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◆2016 年 9 月期の概況 

FPD業界全体の動向として、米国アップル社が次世代機種スマートフォンに有機ELパネルを採用する計画との

報道や、パネルメーカーによる有機 EL パネルの大規模な生産ラインの新設や増設計画が次々と発表されるなど、

有機 EL パネルへの注目が集まった。また、中国 BOE 社が世界最大サイズのガラス基板を採用する第 10.5 世代

液晶パネル工場の起工式を開催し、建設を開始した。3 月には、鴻海精密工業によるシャープ買収が決定し、8 月

に買収手続が完了した。さらには、中国 CSOT 社が世界最大サイズとなる第 11 世代液晶パネル工場の建設計画

を公表した。 

パネル市況については、古い生産ラインの閉鎖による供給量の減少見通しや、国慶節や年末商戦に向けた液

晶パネルの購買枚数増加により、スマートフォン向けパネル、テレビ向けパネル共に価格が上昇した。これらによ

り海外主要パネルメーカーの収益は需給好転により復調している。 

フォトマスク市場では、新規液晶パネル工場の立ち上げに伴い、LTPS 液晶パネル用フォトマスクの需要が増加

した。既存工場でも有機 EL パネルを含むスマートフォン向けの需要が増加し、地域別では中国市場が順調に拡

大した。また、FPD の高精細化が進行し、高付加価値フォトマスクの比率も増加傾向にある。 

 

◆2016 年 9 月期連結決算概要 

当期は 2月に発生した台湾南部地震により、当社グループの台湾工場が一部被災し生産への一定の影響があ

ったことや、第 4 四半期の主要パネルメーカーの量産体制に伴うフォトマスク需要の減速等があったが、通期では

総じて第 8.5 世代以下のフォトマスクの需要は堅調に推移し、特に LTPS 液晶パネル新工場の立ち上げに伴う高

付加価値フォトマスクの需要が大きく増加した。一方で、第 10 世代以上のフォトマスクの受注がなかったことから、

通期売上高は 157億 45百万円（前期比 39 億 15 百万円減）となった。利益については、第 8.5世代以下の売上拡

大や、高付加価値フォトマスクの需要増、減価償却負担の減少等が収益向上へ寄与したものの、第 10 世代以上

のフォトマスクの受注がなかったことにより、営業利益は 16 億 31 百万円（同 21 億 52 百万円減）となった。経常利

益は、為替差益 3 億 62 百万円計上により 20 億円となった。親会社株主に帰属する当期純利益は、シャープ（株）

からの受取和解金 8 億円を計上の一方で、台湾南部地震の災害損失 4 億 19 百万円の計上により 17 億 85 百万

円となった。設備投資は生産能力改善に係る投資を実施したことにより 8 億 7 百万円、減価償却費は前期までに

実施した設備投資の減価償却負担が減少したことにより 13 億 58 百万円（同 3 億 60 百万円減）、研究開発費は 4

億 17 百万円となった。配当金については、今年 5 月発表のとおり、普通配当 15 円に設立 15 周年の記念配当 3

円を加え、1 株当たり 18 円を予定している。 

貸借対照表を見ると、資産合計は210億円（同18億円減）となった。これは主に法人税等の支払い、設備投資、

配当等による現金および預金の減少、受取手形および売掛金の減少によるものである。負債合計は 46 億円（同

27 億円減）となった。これは主に支払手形および買掛金や未払法人税等の減少による。純資産合計は、主に利益
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剰余金の増加により 163 億円（同 9 億円増）となった。結果、当期末の自己資本比率は 70.5％（同 9.5 ポイント増）

となった。 

キャッシュフロー計算書を見ると、営業活動によるキャッシュフローは、親会社株主に帰属する当期純利益 17億

円、減価償却費 13 億円、法人税等の支払い 17 億円により 14 億円の獲得となった。投資活動によるキャッシュフ

ローは、主に設備購入により 36 億円の支出となった。財務活動によるキャッシュフローは、長期借入金の返済や

配当金の支払い、自己株式の取得により 14億円の支出となった。結果、当期のキャッシュフローは 39億円のマイ

ナスとなった。 

 

◆FPD 業界およびフォトマスク市場の見通し 

2017 年の液晶テレビ市場は、2 年間続いたマイナス成長から緩やかに回復し、ディスプレイサイズの大型化が

継続、4K テレビの出荷台数も増加する見込みである。中小型パネル市場は、車載ディスプレイの成長、スマートフ

ォン向けパネルの高精細化、有機 ELへのシフトが継続し、フレキシブルな基板を中心に成長していく見通しである。

FPDの面積需要は、パネルサイズの大型化により、2016年の成長率 5％、2017年も 5％と引き続き成長の見込み、

供給面では、韓国を中心に、生産効率が悪く競争力が劣る古い生産ラインの閉鎖により、供給能力が減少しタイト

な需給が継続する見通しである。液晶パネルの生産キャパシティは中国が韓国や台湾を上回るとみられている。 

投資動向については、生産ラインの閉鎖が実施される一方、有機 EL パネル工場への設備投資や大型液晶パ

ネル工場への設備投資等、新たな設備投資も多数計画されている。中国 BOE 社の第 10.5 世代液晶パネル工場

の建設（2018 年の稼働開始予定）、中国 CSOT 社の第 11 世代液晶パネル工場の投資計画（2019 年の稼働開始

予定）等、パネルメーカーの設備意欲は非常に旺盛であるが、すべての投資計画が実現した場合、供給過剰につ

ながる可能性もあるとみられている。 

第 8.5世代以下のフォトマスク市場において、前期第 4四半期には各パネルメーカーが量産体制に移行したこと

からフォトマスク需要は一旦減速したが、今期は有機 EL パネルや LTPS 液晶パネル工場等への設備投資が多数

計画されており、当社グループの下半期により多く稼働予定となっており、今期後半にかけて需要が伸びる見通し

である。当社グループは高精細化や短納期といった顧客ニーズに確実に応えていくことで更に受注を確保してい

く。 

第 10 世代以上のフォトマスクに関しては、今期も前期に引き続き受注に対して大きな期待はできないが、中国

において計画されている第 10.5 世代や第 11 世代液晶パネル工場への設備投資は 2018 年以降に量産開始が見

込まれており、来期以降にはこれら新工場によるフォトマスク需要が当社グループの売上に寄与してくるものと想

定している。当社グループでは、第 10 世代用の出荷実績やコスト面の優位性等を積極的にアピールし、受注を確

実なものにしていきたい。 

 

◆2017 年 9 月期連結業績予想 

設備投資計画として、顧客からの高精細化、短納期化など多彩な要望に応えるため、合計 2 台の旧型の描画

装置を第 8.5 世代対応の最新鋭装置に更新予定である。古い装置との入れ替えになるため生産キャパシティの増

加は限定的となるものの、装置性能の向上とスループットの短縮で生産性を改善し、売上拡大に寄与させていき

たい。あわせて周辺装置も一部導入することにより、2017 年 9 月期の設備投資総額は 70 億円となる見通しであ

る。 

当社グループの重要経営課題として、1 つ目に新規事業開発の推進がある。イメージングデバイス分野におい

ては、主に食品分野や製薬分野に向け、顧客の要望に柔軟にカスタマイズ仕様し応えていくことで製品の差別化

をはかり拡販に努めていく。プリンテッドエレクトロニクス分野においては、厚膜レジスト原盤や電鋳版の量産化に

向けた動きに注力してきた成果が出始めており、これらをより確実な市場形成へ昇華させるべく活動を継続すると



本著作物の著作権は、公益社団法人 日本証券アナリスト協会®に属します。   

ともに、さらなる大型化や高精細な製品の開発により事業拡大をはかっていく。RFID 分野においては、今後成長

が見込まれている IoT 分野において、「小さい RFID」という当社製品の特性を生かし、顧客需要の掘り起こしや当

社独自製品の開発を進めてきた。製品の問い合わせ・引き合いは確実に増えており、今後は当社の製品特性を

生かした事業展開をはかり、早期の事業化を目指していく。ヘルスケア分野においては、当期行ったリハビリテー

ション用補助具「SEM Glove 自立支援用」やその他医療機器の販売について拡販を進めるとともに、更に自社製

品の開発を行っていく。それ以外の取り組みとしては、当社子会社の（株）清原光学における事業拡大を優先しつ

つ、引き続き M&A や他企業との業務提携を視野に入れ、当社グループのコア技術を最大限生かす方法を確立し

ていく。 

2 つ目に、フォトマスク事業グローバルナンバーワンを掲げている。フォトマスク事業においては、中国で計画さ

れている来期以降の第 10 世代以上のフォトマスク需要を確実に受注につなげる活動を強化・継続していく。一方

で、高精細化・短納期化の要望が絶えない第8.5世代以下のフォトマスク需要については、当社が長年かけて培っ

てきたノウハウや技術力による差別化はもとより、材料メーカーや装置メーカーといったサプライチェーンと強力に

タッグを組みながら、顧客の要望を先取りした付加価値マスクの提案、より深いサービスの提供、さらなる短納期

化対応等、あらゆる側面から総合力でグローバルナンバーワンを目指していく。 

第 10 世代以上のフォトマスクの受注は期待できないものの、第 8.5世代以下のフォトマスク需要はパネルメーカ

ーの多数予定されている設備投資等により下半期にかけて好調になる見通しで、高精細化・短納期化等の顧客

要望に確実に応えることで受注拡大を見込んでいる。しかしながら、大型の設備投資実施に伴う減価償却負担の

大幅な増加により利益については減少する見通しである。これらを勘案し、2017 年 9 月期の連結業績予想は、売

上高 178 億円、営業利益 7 億 50 百万円、経常利益 8 億円、当期純利益 8 億 50 百万円を見込んでいる。配当に

ついては、期末に 1 株当たり 15 円を予定している。 

 

 

（平成 28 年 11 月 16 日・東京） 
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