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３R（３つの改革）の進捗	

３R 

事業組織の最適化

事業戦略の改革

生産性の革新

Revolution in 
Production 

(RPT) Restructuring 
in 

Marketing 

Re-organization 



３R（３つの改革）の進捗　①	

Re-organization 
～組織改革～	

ポリテック社の吸収合併

Topla Hymold Indonesiaの売却

東プラテクノ社の工場集約

・前年のさいたまエコシート社に続く吸収合併で
　A-PETシート事業の一体運営化
・営業の効率化により大幅な利益貢献

・インドネシアの Argo グループに 700万ドルで売却
　2017年度負債圧縮に貢献

・罹災した工場を手放し只上工場に集約



３R（３つの改革）の進捗　②	

Restructuring in Marketing 
～営業改革①～	

食品廃棄物の減量化トレンド
賞味期限の長期化トレンド

一体運営化による
A-PETシート事業の更なる拡大
新製品開発の加速

・ 2016年の増設が寄与しPP系バリアシートの
　売上拡大

シート事業
　～食品包装容器向けシート販売の拡大～



３R（３つの改革）の進捗　②	

Restructuring in Marketing 
～営業改革②～	

プロダクト事業
　～自動車市場への参入～

独自技術の曲管パイプ及びその周辺部品の
供給開始に目途

西日本（関西・中国）の自動車部品メーカー
の関東拠点としての位置付け

関西におけるP社AIカンパニー（車輛部品）
への供給開始



３R（３つの改革）の進捗　③	

Revolution in Production 
～生産革新 RPT活動～	

個別改善活動の開始により直接的
に利益貢献する活動を開始

自主保全活動の開始

新経理システムの導入による
実際原価方式への移行

5S活動のグレードアップ



連結決算報告	

当社グループの損益状況	

区分	 61期	
(2015年度)	

62期	
(2016年度)	

前期比増減	

連結売上高 25,028 21,529 -14%

連結営業利益 498 346 -30%

連結経常利益 306 329 +8%

親会社株主に帰属する
連結当期純損益 △542 231 —

当社グループの財産状況	

連結総資産 20,335 20,356

連結純資産 4,425 3,959

(単位：百万円)

(単位：百万円)



連結決算報告（連結損益計算書）	

(単位：百万円)

61期	
(2015年度)	

62期	
(2016年度)	

前期比	
増減	

売 上 高 25,028 21,529 -14%

売 上 総 利 益 3,018 2,770 -8%

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,520 2,424 -4%

営 業 利 益 498 346 -30%

経 常 利 益 306 329 +8%

特 別 損 益 △538 24 －

税 金 等 調 整 前
当 期 純 利 益 △231 354 －

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 △542 231 －

連結損益計算書	



連結決算報告　～Topics 1～	

-国内事業-	

・数量増（103％）も単価下落により売上減
　（102億→100億）

・原料単価の低位安定と原価低減により利益率向上

<プロダクト事業>

・アミューズメント市場の不振による売上減少　
　（48億→35億）

・住宅設備、車載・鉄道・車両向け売上増加
　（住宅設備：9.5億→12億、車載･鉄道･車両：3.5億→5億）

<シート事業>



連結決算報告　～Topics 2～	

-海外事業-	

・ベトナム工場の売上拡大　（7億→8億）

・冷蔵庫市場の縮小による売上減　（21億→19億）

・東芝提携先の倒産による貸倒れ　（45百万円）

<ベトナム>

・Topla Hymold Indonesiaの閉鎖による売上減
　（12億→1億）

<インドネシア>



連結決算報告　～Topics 2～	

-国内子会社-	

・吸収合併による特別利益計上（単体決算）

・業績拡大による安定した黒字化

・只上工場集約による売上減

<ポリテック>

・外部委託から社内生産への取込

<明彩化学>

<東プラテクノ>



連結決算報告（連結貸借対照表）	

(単位：百万円)
連結貸借対照表	

科目 61期
(2015年度)

62期
(2016年度)

《資産の部》 20,335 20,356

流動資産 12,372 13,436

有形固定資産 7,128 6,067

無形固定資産
投資・その他資産

834 852

科目 61期
(2015年度)

62期
(2016年度)

《負債の部》 15,910 16,397

流動負債 8,371 9,291

固定負債 7,538 7,105

《純資産の部》 4,425 3,959

コミットメントライン（14億円）による資金調達安定化



連結決算報告（キャッシュ・フロー計算
書）	

(単位：百万円)

61期	
(2015年度)	

62期	
(2016年度)	

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー	

1,243 1,152

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー	

△777 △451

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー	

△705 △52

現金及び現金同等物の期末残
高	

1,967 2,573

連結キャッシュ・フロー計算書	



2017年度 経営方針	



2017年度　経営方針	

RP17方針貫徹
　３Rの結実と企業体質の改善

人事制度改革
　より開かれた、よりやる気の
　出る制度へ

次期3カ年中期計画
　GO 20(仮称)-基礎固めと策定	3	

2	
1	

 - Speed - 

5



2017年度　予算	

区分 62期
(2016年度実績)

63期
(2017年度予算)

連結売上高 21,529 22,500

連結営業利益 346 500

連結経常利益 329 400

連結当期純利益 231 250

区分 62期
(2016年度実績)

63期
(2017年度予算)

連結総資産 203 208

連結純資産 40 42

連結売上高：国内６億円増、海外４億円増を見込む

(単位：億円)

(単位：百万円)



次期3カ年計画 

～GO20(仮称)～ 	
5	



食品容器市場向けシート供給拡大とその方策	

自動車部品供給の本格化	

インドネシア、ベトナムの売上拡大	

中国工場の縮小と	
東南アジア第３国進出計画策定	

RPT活動の進化による原価低
減	

次期3カ年計画　～GO20（仮称）～	

～GO20（仮称）～	
	

目標	
	

2020年	
売上高経常利益率	
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今後とも、株主の皆様のご支援と
ご協力をお願い申し上げます。


