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第89期第2四半期の概要と通期の見通し

当社を取り巻く環境について

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・

所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあり、緩やか

な回復基調が続いています。当社インダストリアル機器部門に

関連する住宅市場は、貸家の落ち込みが継続したことにより

国内新設住宅着工件数は減少しました。海外経済では、米国

経済は良好な雇用所得環境による個人消費の下支えにより

景気回復が継続、欧州経済の景気は緩やかに回復しましたが、

アジア経済では米中貿易摩擦の長期化などにより一部に弱

い動きがみられるなど、当社を取り巻く環境は先行き不透明な

状況で推移しました。

当期の業績について

　このような状況の下で、当期はインダストリアル機器部門が

全社売上高を牽引し、売上高は348億８千５百万円(前年同

期比2.0％の増収)、営業利益は40億６千５百万円(同18.5％

の増益)となりました。経常利益は39億１千３百万円(同5.2％

の増益)、親会社株主に帰属する四半期純利益は28億５千８

百万円(同9.7％の増益)となりました。

通期の見通しについて

　当第２四半期累計期間の業績動向、下半期の想定為替

レート変更をふまえ、通期業績予想を修正しました。前回予想

に対して売上高は減少するものの、鉄筋結束機「ツインタイ

ア」や表示作成機「ビーポップ」などの事業が堅調であることや

想定為替レートの変更による原価の低減を織り込み、営業利

益を上方修正し、それに伴い経常利益、親会社株主に帰属す

る当期純利益も修正いたします。

　売上高は705億円（前期比0.5％増収）、営業利益は79億

円（同10.5％増益）、経常利益は78億円（同7.5％増益）、親

会社株主に帰属する当期純利益は54億円（同6.6％増益）を

計画しています。

　株主のみなさまには、引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますよう、

お願い申し上げます。

株主のみなさまへ



売上高

経常利益

円高に推移した為替の影響があった
ものの、鉄筋結束機「ツインタイア」と
表示作成機「ビーポップ」の販売が国
内、海外ともに増加し、増収となりま
した。

販売数量の増加や原材料価格の上昇
に対応した一部製品の売価アップに
加え、コストも減少したことで、増益
となりました。

円高の進展に伴う外貨建て資産の評
価差等による為替差損が発生したも
のの、投資有価証券売却益の計上など
もあり、増益となりました。

売上高 営業利益 四半期純利益

01 02 03

営業利益

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益

348.8 億円 40.6 億円 28.5 億円

事業内容事業内容

 オフィス機器部門
オフィス事業は、主力のホッチキスをはじめとした文具や
事務機械を通じてオフィスワークをサポートしています。
オートステープラ事業は、複写機に搭載される電子ホッ
チキスおよび消耗品を供給しています。

 インダストリアル機器部門
機工品事業は、主力の釘打機をはじめとした木造建築
用の工具、鉄筋結束機などコンクリート構造物向け工具
などを販売しています。
住環境機器事業は、浴室暖房換気乾燥機、24時間換気
システムなどを通じて、住まいの快適な環境づくりを提
案しています。

 HCR機器部門
車いすや歩行器など移動機器の供給を通じて、高齢者
や身体の不自由な方の自立生活を支援しています。

2020年3月期
第2四半期累計売上高構成比

億円

オフィス機器部門

インダストリアル
機器部門

64.5％

HCR機器部門
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セグメント利益 セグメント利益売上高 売上高

第2四半期累計売上高推移 第2四半期累計売上高推移 第2四半期累計売上高推移

オフィス機器部門 インダストリアル機器部門 HCR機器部門

オフィス事業
表示作成機「ビーポップ」の販
売が国内の製造工場向けに安
全表示用途での導入が進んだ
ことや、欧州での拡販により増
加しました。一方で、文具関連
製品の販売が減少し、前年同水
準の売上高となりました。

消耗品の販売は前年
同水準となったもの
の、機械の販売が減
少し、減収となりまし
た。

機工品事業

住環境機器事業

国内外の土木市場で鉄筋結束
機「ツインタイア」の導入が進
むなどコンクリート構造物向
け工具の販売が引き続き増加
したことに加え、国内の木造
建築物向け工具の販売も増加
し、増収となりました。

主力の浴室暖房換気乾燥機「ドラ
イファン」の販売が戸建て住宅や
マンション向けで伸長、またリプ
レイス・点検のストック市場向け
でも増加し、増収となりました。

HCR機器部門

売上高 セグメント利益

109億
7,000万円

225億
1,600万円

13億
9,700万円
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100万円
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△1億
3,200万円

オートステープラ事業
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旧製品の販売終了と高単価車いすの販売が減少し
ましたが、前期後半より販売をスタートした新製品
車いす「モダンシリーズ」の採用提案を進めたこと
により、第２四半期の売上高は回復基調となりま
した。
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当社の製品は、日常のさまざまな場面で活用されています。
みなさまの周りにも、きっとマックス製品が使われています。製品

生
活

の中
の

高圧エアコンプレッサ・エアタンク
高圧釘打機（スーパーネイラ）
高圧接続ねじ打機
常圧エアコンプレッサ・エアタンク
常圧釘打機
常圧ねじ打機
充電工具
交流工具
鉄筋結束機
ガンタッカ・ミニタッカ
ステープル・釘・ピン・ねじ
レーザ関連製品
ガス内燃式ピン打機
充填剤・建築用接着剤・その他

建築・建設工具

ホッチキス・針
オートステープラ
パンチ・クリップ 
スタンプ台・朱肉・ナンバリング 
個人情報保護用スタンプ 
タイムレコーダ
チェックライタ
表示作成機（ビーポップ）
ラベルプリンタ

ケーブルマーキング・チューブ
マーカー（レタツイン）
カンタン文字書き機
封かん機・紙折り機・宛名印刷
製本機器
筆文字作成システム
製図機
名刺プリンタ
拡大印刷機

文具・オフィス機器

車いす
歩行器

HCR機器

誘引結束機（園芸用テープナー・果樹用）
充電式剪定はさみ（ザクリオ）
その他生産資材（ハウス洗浄機・ハウス用ホッチキス）
袋口結束機（コニクリッパ）
袋口結束機（パックナー）
野菜結束機（おびまる）
自動搬送袋とじ機

農業・食品包装

浴室暖房換気乾燥機
24時間換気システム
換気関連部材
壁掛型暖房機
床暖房
火災警報器
ディスポーザシステム

住宅設備機器
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M A X  N E W S

ホッチキス
Vaimo11　誕生11周年記念モデルを発売しました。

2017年に発売した「TWINTIER RB-440T」は2本のワイヤによる強い結束力とワイヤの結び目の高さが
半減したことにより、建設現場での使用可能な箇所が従来機より拡大したことで、導入が進んでおります。
しかし、建物の柱や土木現場では太い鉄筋のため、使用できないケースがありました。

開発の背景

「Vaimo11」は、従来の「倍も」の書類の厚さ40枚を片手で軽くとじられる「バイモ・テクノロジー」を
搭載し、新規格の11号針の開発を経て製品化に至った、革新的なホッチキスです。

「Vaimo11」について

誕生11周年を記念して世界初の貼箱店
「BOX&NEEDLE」とコラボレーションした
『ホッチキスでつくる貼箱キット』を発売しま
した。記念モデルの「Vaimo11 FLAT」は貼
箱の柄に合わせた限定デザインです。

誕生11周年記念モデルの紹介

大径鉄筋に対応し、使用できる現場が拡大
充電式鉄筋結束機「ＴＷＩＮＴＩＥＲ（ツインタイア）　ＲＢ-６１０Ｔ」新発売

鉄筋結束機
2020年4月に完全移行となる食品表示法にあわせ、
感熱ラベルプリンタ4機種を発売しました。

食の安全と健康意識の高まりを背景に、アレルギー表示のルールの改善
や栄養成分表示の義務化など、記載内容が複雑化した食品表示法に対
応するため、ラベルプリンタの普及が進んでいます。

開発の背景

ラベル
プリンタ

フルカラーの液晶タッチパネルを搭載し、本体
のみでラベル作成から発行まで可能。また、食
品表示法への対応を手助けする「食品表示ラ
ベルデータ作成サービス」や「食品表示ラベル
診断サービス」などお客様のサポート体制を
充実しました。

感熱ラベルプリンタの特長

新製品「HD-10TL」がグッドデザイン・ベスト100を
受賞しました。
「HD-10TL」が全4,772件の応募作品の中から、「2019年度グッドデザイン・ベスト
100」に選出されました。文具からは2製品のみの受賞です。「サクッと」軽くとじられる感
触や手指の負担を軽減するフォルムが評価されました。

ホッチキス針が紙を貫通し始めて
から軽とじ機構が働く仕掛け「可変
倍力機構」を搭載し、軽とじかつ握
りやすい本体高さを実現しました。
さらに、10号針150本装てん可能
な設計など、書類とじから包装作業
まで使えるホッチキスです。

HD-10TLの特長

グッドデザイン

新ラインアップとして対象鉄筋径を拡大したモデル
を発売しました。今まで手作業が多かった建設現場
の柱や梁、橋脚、高速道路などでの使用を可能にし、
鉄筋結束の作業効率向上に貢献します。
当社では鉄筋結束機事業のスローガンとして“結束
の未来を、約束しよう。”を掲げ、今後も鉄筋結束の
課題解決のため、尽力していきます。

製品の特長
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商　　　号 マックス株式会社

本　　　社 東京都中央区日本橋箱崎町6番6号

設　　　立 1942年11月26日

資　本　金 123億6千7百万円

従　業　員 2,610名

 会社概要  （2019年9月30日時点）  大株主  （上位10位まで）（2019年9月30日時点）

代表取締役社長 黒　沢　光　照

専務取締役上席執行役員 樋　口　浩　一

常務取締役上席執行役員 小　鯛　富　雄

取締役 監査等委員 海　老　尚　登

取締役 監査等委員（社外） 平　田　　　稔

取締役 監査等委員（社外） 神　田　安　積

上席執行役員 加　藤　賢　二

上席執行役員 角　　　芳　尋

上席執行役員 斎　藤　　　篤

上席執行役員 山　本　将　仁

上席執行役員 小　川　辰　志

主幹執行役員 岸　　　信　夫

主幹執行役員 浅　見　　　泰

執行役員 安　江　大　輔

執行役員 北　谷　明　雄

執行役員 岩　本　尚　士

執行役員 吉　田　信太郎

執行役員 石　井　英　之

 取締役・執行役員  （2019年10月時点）

 株式分布状況  （所有者別株式数比率） （2019年9月30日時点）

株主名
当社への出資状況
持株数
（千株）

持株比率
（%）

第一生命保険株式会社 4,284 8.76

日本生命保険相互会社 3,762 7.69

マックス共栄会第一持株会 3,753 7.67

マックス共栄会第二持株会 3,187 6.51

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,643 5.40

株式会社みずほ銀行 2,344 4.79

株式会社群馬銀行 2,114 4.32

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 1,708 3.49

明治安田生命保険相互会社 1,588 3.24

マックス従業員持株会 1,168 2.39

配当性向／純資産配当率の推移 1株当たり配当金の推移

※ 持株比率については、自己株式233,956株を控除して算出しております。

自己名義株式数  233,956株
発 行 済 株 式 数  49,141,426株
株 主 数  3,920人

 利益配分に関する基本方針と配当について

　当社は、株主のみなさまに対する利益還元を経営の最重要政策のひ
とつとして位置づけ、事業の成長を図り、事業利益を追求することによ
り、業績に裏づけされた成果の配分を安定的に行うことを基本方針と
しております。
　当社の配当方針は、連結決算を基準に｢配当性向40％を下限とし、

純資産配当率3.0％を目指す｣と定めています。

　当期は、先行き不透明な経済環境や為替動向などが当社業績に影
響を及ぼす可能性がありますが、前期と同様の「1株当たり年間配当金
44円」とする予定です。
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大 募 集 ！

第　　回 マックス

～毎日の生活の中で、「あなたが今、ホッチキスしたいこと」をお寄せください～

何気ない生活の中にある、「今の幸せ」「家族の絆」「友だちとの思い出」など、
いつまでも心にとどめておきたい想いや出来事などを募集しています。

「心のホッチキス・ストーリー」10

2019年  10月1日（火） ̶  11月29日（金）

詳しくは当社ホームページへアクセス！

心のホッチキス 検索

※マックス・Ｕ－18大賞は、18歳以下の応募作品が対象です。

応募作品の全ての著作権（著作権法第２７条および第２８条に定める権利を含む）
は、二次利用を含め、当社に帰属します。また、応募作品は返却いたしません。なお、
応募作品は、出版、映像化（映画・テレビ・DVDなど）、舞台化、放送、ネット配信など
の方法で利用することがあります。

応募者は応募作品を送付した時点で、当社および当社が指定する第三者に対し、応
募作品に関する著作者人格権を行使しないことに同意したものとみなします。

応 募 資 格 どなたでもご応募いただけます。

募 集 内 容 あなたが心にとどめておきたいことや、つないでおきたいこと。
（例えば、「今の幸せ」や「家族の絆」、「友だちとの思い出」など、
  どんなことでも結構です）

募 集 期 間 2019年10月1日（火）～2019年11月29日（金）※当日消印有効

応 募 方 法 原稿は400字程度（超過、未満可）。自作未発表作品に限ります。

応 募 先 当社ウェブサイトの応募専用フォームもしくは郵送で受け付けます。
当社ウェブサイトの場合
https://wis.max-ltd.co.jp/enq/story10_form.html

郵送の場合
住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号、ペンネームを明記の上、
以下の宛先までご応募ください。
〒103-0027 日本郵便株式会社 日本橋南 郵便局留
 マックス「心のホッチキス・ストーリー」事務局 係

審 査 発 表 当社にて厳正な審査をし、入賞者には直接通知し、
ホームページ上に掲載いたします。
発表は2020年2月下旬を予定しております。

表 彰

マックス・心のホッチキス大賞 1点ギフト券５万円・マックス製文具セット・記念Ｔシャツ

マックス・Ｕ－１８大賞（高校生の部） 1点図書カード１万円・マックス製文具セット・記念Ｔシャツ

マックス・Ｕ－１８大賞（中学生の部） 1点図書カード１万円・マックス製文具セット・記念Ｔシャツ

マックス・Ｕ－１８大賞（小学生以下の部） 1点図書カード１万円・マックス製文具セット・記念Ｔシャツ

マックス賞 5点図書カード５千円・マックス製文具セット・記念Ｔシャツ

Ｎｏ．１０賞　 10点
図書カード５千円・マックス製文具セット・記念Ｔシャツ
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 株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月開催

基準日
定時株主総会・期末配当金  毎年3月31日
その他必要のある場合は、取締役会の決議により、
あらかじめ公告いたします。

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

郵便物送付先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話照会先 0120-782-031

インターネット
ホームページURL https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

単元株式数 100株

公告の方法
当社ホームページに掲載いたします。
https://www.max-ltd.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由により、当社ホームページに掲載でき
ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

上場証券取引所 東京

ユニバーサルデザイン
（UD）に基づいた、読
みやすい文字デザイン
を使用しています。

本社／〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6番6号　TEL.（03）3669-0311（代）

https://www.max-ltd.co.jp/ir/


