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１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31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３四半期 18,898 4.8 806 △0.4 852 1.0 685 220.6
25年３月期第３四半期 18,031 13.3 809 37.4 844 41.0 213 △62.6

 

(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 894百万円( 242.6％) 25年３月期第３四半期 261百万円(△47.5％)
 

 
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３四半期 46.80 45.87

25年３月期第３四半期 14.63 14.40
 

（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３四半期 20,572 10,487 48.2
25年３月期 18,645 9,350 49.2

 

(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 9,911百万円  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 0.3 770 192.8 52.54
 

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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 14,654,323株 25年３月期３Ｑ 14,622,602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３四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、公共投資も底堅く推移いたしました。また、工業関連で

は、円高が是正されたことなどから輸出企業を中心に生産は緩やかに増加いたしました。一方、一般消

費者関連では、個人消費は持ち直しているものの市場競争が激化し、厳しい価格水準が続いておりま

す。原材料価格につきましては、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.の連結子会社化や自動車向け接着剤・シーリン

グ材の製造子会社（思美定(寧波)汽車新材料有限公司(中華人民共和国浙江省)）を設立するなど海外展

開への取り組みを行ったほか、コスト体質の一層の改善を図るための全社横断的な取り組みを継続して

まいりました。 

なお、当社は平成25年11月に創業90周年を迎えることができました。当社グループをご愛顧、ご支援

いただきました皆様方に感謝いたしますとともに御礼申し上げます。 

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9.1％増加の9,327百万円となりました。 

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の減少などにより自動車向け接着剤・シーリング材の売上は

減少いたしました。しかしながら、CEMEDINE(THAILAND)CO.,LTD.の連結子会社化により同社売上高が加

算されたことから、売上高は前年同四半期比2.0％増加の6,397百万円となりました。 

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も固定できる新製品「セメダイ

ンスーパーＸハイパーワイド」を発売するなど、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1.2％減少の3,172百万円となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は18,898百万円（前年同四半期比4.8％

増）、営業利益は806百万円(前年同四半期比0.4％減)、経常利益は852百万円(前年同四半期比1.0％増)

となりました。四半期純利益につきましては、CEMEDINE(THAILAND)CO.,LTD.の連結子会社化に伴う特別

利益150百万円を計上したほか、前年同四半期に、厚生年金基金解散に伴い発生する損失に備えるため

に470百万円を特別損失として引当計上していたことなどから、前年同四半期比220.6％増加の685百万

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
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① 資産  

流動資産は、前連結会計年度末と比較し1,485百万円増加し15,104百万円となりました。なお、第

２四半期連結会計期間において、CEMEDINE(THAILAND)CO.,LTD.及び思美定(寧波)汽車新材料有限公司

を連結子会社としております。この影響により、流動資産は834百万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317百万円増加し5,334百万円となりました。CEMEDINE

(THAILAND)CO.,LTD.及び思美定(寧波)汽車新材料有限公司を連結子会社としたことによる影響は、の

れん139百万円の計上を含め169百万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1,926百万円増加し20,572百万円となりました。 

② 負債  

流動負債は、前連結会計年度末と比較し875百万円増加し9,145百万円となりました。CEMEDINE

(THAILAND)CO.,LTD.及び思美定(寧波)汽車新材料有限公司を連結子会社としたことによる影響は177

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85百万円減少し939百万円となりました。CEMEDINE

(THAILAND)CO.,LTD.及び思美定(寧波)汽車新材料有限公司を連結子会社と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789百万円増加し10,084百万円となりました。 

③ 純資産  

純資産は、前連結会計年度末と比較し1,137百万円増加し10,487百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が四半期純利益の計上により685百万円増加し、配当の実施により117百万円減少した

ことによるものであります。 

  

当第３四半期連結累計期間の結果を受け、通期の連結業績予想を修正しております。詳細は本日開示

した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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。 

（２）財政状態に関する説明

（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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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、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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,289,322 4,369,990

受取手形及び売掛金 6,445,368 7,381,719

電子記録債権 379,496 467,050

商品及び製品 1,239,787 1,294,080

仕掛品 178,262 220,990

原材料及び貯蔵品 565,089 692,908

その他 526,886 682,624

貸倒引当金 △4,828 △4,933

流動資産合計 13,619,383 15,104,431

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,697,517 1,617,167

その他（純額） 1,728,002 1,985,107

有形固定資産合計 3,425,519 3,602,274

無形固定資産   

のれん 431,679 531,464

その他 112,852 137,966

無形固定資産合計 544,532 669,431

投資その他の資産   

投資有価証券 725,049 748,980

その他 329,480 320,639

貸倒引当金 △6,981 △6,393

投資その他の資産合計 1,047,548 1,063,226

固定資産合計 5,017,600 5,334,931

繰延資産 9,011 133,446

資産合計 18,645,995 20,572,809

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,123,726 7,101,452

短期借入金 510,000 510,000

未払法人税等 223,735 183,757

賞与引当金 271,813 170,904

厚生年金基金解散損失引当金 470,000 470,000

その他 670,784 708,988

流動負債合計 8,270,060 9,145,102

固定負債   

退職給付引当金 608,183 497,320

その他 416,980 442,517

固定負債合計 1,025,163 939,837

負債合計 9,295,224 10,084,939
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31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 4,280,713

自己株式 △173,675 △164,230

株主資本合計 9,266,986 9,843,805

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,355 100,579

為替換算調整勘定 △96,963 △32,545

その他の包括利益累計額合計 △91,608 68,034

新株予約権 70,320 77,520

少数株主持分 105,072 498,509

純資産合計 9,350,771 10,487,869

負債純資産合計 18,645,995 20,572,809

セメダイン株式会社（４９９９）　平成26年３月期　第３四半期決算短信

－　6　－



（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３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 18,031,488 18,898,053

売上原価 13,170,644 13,848,673

売上総利益 4,860,843 5,049,380

販売費及び一般管理費 4,051,056 4,243,031

営業利益 809,787 806,348

営業外収益   

受取利息 827 2,309

受取配当金 13,770 14,080

持分法による投資利益 18,516 41,909

受取ロイヤリティー 46,965 46,864

その他 38,868 39,646

営業外収益合計 118,949 144,811

営業外費用   

支払利息 4,805 4,277

売上割引 60,627 60,737

支払補償費 2,475 23,402

その他 16,484 10,335

営業外費用合計 84,392 98,753

経常利益 844,344 852,406

特別利益   

固定資産売却益 9,736 3,676

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 9,736 161,270

特別損失   

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 470,000 －

固定資産除売却損 4,101 3,514

特別損失合計 474,101 3,514

税金等調整前四半期純利益 379,978 1,010,163

法人税等 151,233 284,202

少数株主損益調整前四半期純利益 228,745 725,961

少数株主利益 14,817 40,170

四半期純利益 213,927 685,790
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 228,745 725,961

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 21,887 95,223

為替換算調整勘定 6,839 43,765

持分法適用会社に対する持分相当額 3,586 29,427

その他の包括利益合計 32,313 168,416

四半期包括利益 261,059 894,378

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 243,505 845,432

少数株主に係る四半期包括利益 17,553 48,945
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（３）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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