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１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第２四半期 11,959 0.8 406 △18.2 461 △7.0 415 40.4
25年３月期第２四半期 11,868 13.1 496 22.2 495 22.6 295 36.3

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 550百万円(85.1％) 25年３月期第２四半期 297百万円(38.0％)

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

26年３月期第２四半期 28.33 27.76
25年３月期第２四半期 20.23 19.91

（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 ％

26年３月期第２四半期 19,794 10,004 48.7
25年３月期 18,645 9,350 49.2

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 9,644百万円 25年３月期 9,175百万円

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

25年３月期 － 4.00 － 4.00 8.00

26年３月期 － 4.00

26年３月期(予想) － 6.00 10.00

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 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

通期 25,100 5.8 1,010 6.8 1,010 0.3 560 112.9 38.27

ｃｅｍｅ
スタンプ



  

 
 (注) 詳細は、添付資料４ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありま

せん。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３ページ「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。  

※ 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 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 １ 社 (社名) 思美定(寧波)汽車新材料有限公司、除外 － 社 (社名)

(注) 詳細は、添付資料４ページ「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

（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) 26年３月期２Ｑ 15,167,000株 25年３月期 15,167,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 504,241株 25年３月期 533,241株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 14,650,081株 25年３月期２Ｑ 14,616,679株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間における当社グループ関連業界は、建築土木関連市場では、消費税増税前

の駆け込み需要もあり住宅建設が増加したほか、公共投資も堅調に推移いたしました。工業関連市場で

は、円高が是正されたことから輸出企業を中心に生産は回復基調にあります。一方、一般消費者関連市

場では、個人消費は持ち直し傾向にあるものの市場競争が激化し、依然として厳しい価格水準が続いて

おります。また、原材料価格は、円安・原油高に伴うナフサ価格の上昇により当面高値水準が続くもの

と予想されます。 

このような環境のもと当社グループは、環境対策品の開発、高機能製品の拡販に努めるとともに、持

分法適用関連会社であったCEMEDINE(THAILAND)CO.,LTD.を連結子会社化したほか、連結子会社であるセ

メダインオートモーティブ株式会社が現地企業と合弁で思美定(寧波)汽車新材料有限公司(中華人民共

和国浙江省)を設立するなど、主として自動車向けを中心に海外展開への取り組みを行ってまいりまし

た。また、コスト体質の一層の改善を図るため、全社横断的な取り組みを継続しております。 

市場別の売上状況につきましては、次のとおりであります。 

建築土木関連市場におきましては、住宅建設の増加や改修市場の活発な動きを受けセメダインＰＯＳ

シールなどのシーリング材やセメダインタイルエースなどの内外装工事用接着剤の売上が増加したこと

により、売上高は前年同四半期比8.7％増加の5,949百万円となりました。 

工業関連市場におきましては、放熱性接着剤や導電性接着剤などの高機能弾性接着剤の売上は堅調に

推移いたしましたが、国内自動車生産台数が減少したことなどにより自動車向け接着剤・シーリング材

の売上が減少したことから、売上高は前年同四半期比6.5％減少の3,990百万円となりました。 

一般消費者関連市場におきましては、ポリエチレンやポリプロピレンなど、従来の製品では難しいと

されていた材料も固定でき、さらに用途が広がった「セメダインスーパーＸハイパーワイド」を発売す

るなど、新製品を投入し積極的な営業活動を行ってまいりましたが、シーリング材を中心に価格競争が

激しく、売上高は前年同四半期比5.0％減少の2,019百万円となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は11,959百万円（前年同四半期比0.8％

増）、営業利益は406百万円(前年同四半期比18.2％減)、経常利益は461百万円(前年同四半期比7.0％

減)となり、四半期純利益は特別利益として「段階取得に係る差益」などを計上したことにより415百万

円(前年同四半期比40.4％増)となりました。 

  

① 資産  

流動資産は、前連結会計年度末と比較し746百万円増加いたしました。当第２四半期連結累計期間

において、CEMEDINE(THAILAND)CO.,LTD.を子会社化したことに伴い同社の貸借対照表を第２四半期連

結貸借対照表に含めたことにより、474百万円増加しております。 

固定資産は、前連結会計年度末と比較し321百万円増加いたしました。CEMEDINE(THAILAND)

CO.,LTD.を新規連結したことによる影響は、のれん145百万円の計上を含め175百万円の増加でありま

す。 

この結果、総資産は前連結会計年度末と比較し1,148百万円増加し19,794百万円となりました。 

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

（２）財政状態に関する説明
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② 負債  

流動負債は、前連結会計年度末と比較し560百万円増加し8,830百万円となりました。CEMEDINE

(THAILAND)CO.,LTD.を新規連結したことによる影響は284百万円の増加であります。その他の主な要

因は、仕入高の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比較し66百万円減少し958百万円となりました。CEMEDINE

(THAILAND)CO.,LTD.を新規連結したことによる影響は23百万円の増加であります。その他の主な要因

は、確定給付型企業年金への掛金の拠出による退職給付引当金の減少によるものであります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末と比較し494百万円増加し9,789百万円となりました。 

③ 純資産  

純資産は、前連結会計年度末と比較し653百万円増加し10,004百万円となりました。これは主に、

利益剰余金が四半期純利益の計上により415百万円増加し、配当の実施により58百万円減少したこと

によるものであります。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計

年度末と比較し169百万円増加し、4,328百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は505百万円(前年同四半期416百万円)となりました。主な資金の増加

要因は、税金等調整前四半期純利益615百万円(前年同四半期493百万円)、減価償却費183百万円(前年

同四半期217百万円)、仕入債務の増加310百万円(前年同四半期193百万円減少)であり、主な資金の減

少要因は段階取得に係る差益150百万円(前年同四半期発生なし)、売上債権の増加103百万円(前年同

四半期146百万円)であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は269百万円(前年同四半期302百万円)となりました。主な資金の使途は、

有形固定資産の取得による支出243百万円(前年同四半期316百万円）であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用した資金は84百万円(前年同四半期77百万円)となりました。主な資金の使途は、配

当金の支払額58百万円(前年同四半期58百万円)であります。 

  

現時点における通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました業績予想

から変更ございません。今後の業績推移に応じて、修正の必要が生じた場合は速やかに公表いたしま

す。 

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素があり

ますので、実際の業績は今後の様々な要因によって予想値と大きく異なる場合があります。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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当第２四半期連結会計期間において、当社は持分法適用関連会社であったCEMEDINE(THAILAND)

CO.,LTD.の株式を追加取得したことに伴い、同社を連結子会社としております。 

また、セメダインオートモーティブ株式会社が思美定(寧波)汽車新材料有限公司を設立したことに伴

い、同社を連結子会社としております。 

  

税金費用の計算  

当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する方法を採用しております。  

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,289,322 4,412,825

受取手形及び売掛金 6,445,368 6,867,539

電子記録債権 379,496 438,638

商品及び製品 1,239,787 1,263,653

仕掛品 178,262 210,797

原材料及び貯蔵品 565,089 676,849

その他 526,886 500,142

貸倒引当金 △4,828 △4,897

流動資産合計 13,619,383 14,365,549

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,697,517 1,651,115

その他（純額） 1,728,002 2,019,496

有形固定資産合計 3,425,519 3,670,612

無形固定資産   

のれん 431,679 550,604

その他 112,852 123,318

無形固定資産合計 544,532 673,922

投資その他の資産   

投資有価証券 725,049 650,375

その他 329,480 350,809

貸倒引当金 △6,981 △6,510

投資その他の資産合計 1,047,548 994,674

固定資産合計 5,017,600 5,339,209

繰延資産 9,011 89,752

資産合計 18,645,995 19,794,512

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,123,726 6,759,854

短期借入金 510,000 510,000

未払法人税等 223,735 189,741

賞与引当金 271,813 267,383

厚生年金基金解散損失引当金 470,000 470,000

その他 670,784 633,991

流動負債合計 8,270,060 8,830,971

固定負債   

退職給付引当金 608,183 517,098

その他 416,980 441,764

固定負債合計 1,025,163 958,863

負債合計 9,295,224 9,789,834
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,050,375 3,050,375

資本剰余金 2,676,947 2,676,947

利益剰余金 3,713,339 4,068,664

自己株式 △173,675 △164,230

株主資本合計 9,266,986 9,631,757

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,355 37,891

為替換算調整勘定 △96,963 △24,791

その他の包括利益累計額合計 △91,608 13,100

新株予約権 70,320 72,379

少数株主持分 105,072 287,441

純資産合計 9,350,771 10,004,677

負債純資産合計 18,645,995 19,794,512
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 11,868,219 11,959,103

売上原価 8,663,341 8,747,288

売上総利益 3,204,877 3,211,815

販売費及び一般管理費 2,707,977 2,805,569

営業利益 496,900 406,246

営業外収益   

受取利息 580 1,189

受取配当金 8,267 7,941

持分法による投資利益 7,876 38,421

受取ロイヤリティー 6,984 46,852

その他 23,628 24,736

営業外収益合計 47,338 119,142

営業外費用   

支払利息 3,546 3,129

売上割引 39,165 38,578

支払補償費 1,914 16,342

その他 3,771 6,177

営業外費用合計 48,398 64,227

経常利益 495,840 461,162

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7,479

段階取得に係る差益 － 150,114

特別利益合計 － 157,594

特別損失   

固定資産除売却損 2,270 3,139

特別損失合計 2,270 3,139

税金等調整前四半期純利益 493,569 615,616

法人税等 186,760 181,065

少数株主損益調整前四半期純利益 306,809 434,551

少数株主利益 11,125 19,460

四半期純利益 295,683 415,090

セメダイン株式会社（４９９９）　平成26年３月期　第２四半期決算短信

－　7　－



 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 306,809 434,551

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,378 32,536

為替換算調整勘定 6,839 52,726

持分法適用会社に対する持分相当額 2,064 30,492

その他の包括利益合計 △9,475 115,755

四半期包括利益 297,334 550,306

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 283,472 519,799

少数株主に係る四半期包括利益 13,861 30,507
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 493,569 615,616

減価償却費 217,479 183,205

固定資産除売却損益（△は益） 2,270 3,139

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,817 △4,429

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） △63,840 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △48,207 △97,069

受取利息及び受取配当金 △8,848 △9,131

支払利息 3,546 3,129

持分法による投資損益（△は益） △7,876 △38,421

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,479

段階取得に係る差損益（△は益） － △150,114

売上債権の増減額（△は増加） △146,029 △103,618

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,543 △16,052

仕入債務の増減額（△は減少） △193,109 310,825

その他 86,387 38,974

小計 354,702 728,574

利息及び配当金の受取額 11,700 25,613

利息の支払額 △3,599 △3,141

補償金の支払額 － △13,945

法人税等の支払額 △29,141 △231,593

法人税等の還付額 82,925 404

営業活動によるキャッシュ・フロー 416,587 505,911

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,010 △2

定期預金の払戻による収入 21,995 49,102

有形固定資産の取得による支出 △316,341 △243,133

有形固定資産の売却による収入 － 5,163

無形固定資産の取得による支出 △2,142 △20,441

投資有価証券の取得による支出 △598 △597

投資有価証券の売却による収入 － 22,271

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収
入

－ 6,768

繰延資産の取得による支出 － △79,016

その他 △2,960 △9,372

投資活動によるキャッシュ・フロー △302,058 △269,256
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 100,000

短期借入金の返済による支出 － △100,000

配当金の支払額 △58,242 △58,483

少数株主への配当金の支払額 △18,801 △26,286

自己株式の取得による支出 △651 －

その他 － 29

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,696 △84,741

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,364 17,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 38,196 169,123

現金及び現金同等物の期首残高 3,644,274 4,159,775

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,682,471 4,328,899
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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