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(百万円未満切捨て)
１．平成27年９月期第１四半期の連結業績（平成26年10月１日～平成26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 ％

27年９月期第１四半期 15,386 6.2 982 30.4 1,148 26.4 627 26.2

26年９月期第１四半期 14,494 16.9 753 29.3 908 33.0 497 38.7
(注) 包括利益 27年９月期第１四半期 907百万円( 25.4％) 26年９月期第１四半期 723百万円( 8.3％)
　

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

27年９月期第１四半期 43.90 43.81

26年９月期第１四半期 34.31 －
　　

　
（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 ％

27年９月期第１四半期 31,597 17,554 53.8

26年９月期 30,051 16,953 54.7
(参考) 自己資本 27年９月期第１四半期 17,008百万円 26年９月期 16,433百万円
　
　

　

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

26年９月期 － 15.00 － 19.00 34.00

27年９月期 －

27年９月期(予想) 18.00 － 19.00 37.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　
　

　

３．平成27年９月期の連結業績予想（平成26年10月１日～平成27年９月30日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 31,000 3.4 1,800 2.2 1,900 △1.5 1,100 △0.8 76.90

通期 62,000 5.8 3,300 3.8 3,600 2.4 2,100 5.9 146.82
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（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
　

　(注)詳細は、添付資料４ページ「２. サマリー情報（注記事項）に関する事項 (２)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。

　

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　(注)詳細は、添付資料４ページ「２. サマリー情報（注記事項）に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の
　見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（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) 27年９月期１Ｑ 14,503,854株 26年９月期 14,503,854株

② 期末自己株式数 27年９月期１Ｑ 200,246株 26年９月期 200,246株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年９月期１Ｑ 14,303,608株 26年９月期１Ｑ 14,503,655株
　

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
　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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算に関する定性的情報 (３) 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。
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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

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引上げに伴う駆込み需要の反動減で個人消費に弱さがみ

られ、輸出も伸び悩んでおりますが、全体としては緩やかな回復基調が続いております。

　このような環境下、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、15,386百万円（前年同四半期比6.2％増）、

営業利益は982百万円（前年同四半期比30.4％増）、経常利益は1,148百万円（前年同四半期比26.4％増）、四半期純利益

は627百万円（前年同四半期比26.2％増）となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

　①ゴム・化学品

　ゴム関連商品は、主力の自動車向けや家電・情報機器関連向けの合成ゴムおよび副資材の販売が好調に推移しました。

化学品関連商品では輸入香料や一部樹脂の添加剤は円安もあり低調でしたが、工業用フィルムや韓国向け電材などの輸

出商材や難燃剤は好調に推移しました。

　この結果、売上高は6,069百万円（前年同四半期比2.3％減）、セグメント利益（営業利益）は325百万円（前年同四半

期比20.4％増）となりました。

　②機械資材

　産業資材関連商品は、自動車用各種部品が引き続き好調に推移しました。科学機器関連商品では各種分析・試験機器

の販売が好調でした。機械・資材関連商品は、接着剤関連機器は堅調でしたが、主力の飼料用ペレットミルが関連商

品・サービス含め不調でした。

　この結果、売上高は4,464百万円（前年同四半期比27.8％増）、セグメント利益（営業利益）は500百万円（前年同四半

期比38.6％増）となりました。

　③海外現地法人

　Sanyo Corporation of Americaは、吸水性樹脂、ゴム関連商品を中心に好調に推移しました。三洋物産貿易（上海）

有限公司はゴム関連商品が好調だったものの自動車用各種部品が不調でした。San-Thap International Co., Ltd.（タ

イ）は、ゴム関連商品や自動車用各種部品などが堅調に推移しました。

　この結果、売上高は3,198百万円（前年同四半期比6.2％減）、セグメント利益（営業利益）は102百万円（前年同四半

期比7.3％増）となりました。

　④国内子会社

　コスモス商事㈱は石油・ガス、海洋・船舶、地熱開発、CO2地中貯留関連機材を中心とした販売や機材レンタル事業が

引き続き好調に推移しました。㈱ケムインターは機械・電子部品や医薬中間体を中心に堅調でした。一方、アロマン㈱

は国内半導体業界の不振および空洞化の影響を受け業績は低迷しました。

　この結果、売上高は1,606百万円（前年同四半期比21.2％増）、セグメント利益（営業利益）は140百万円（前年同四半

期比41.0％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　（資産）

　流動資産は、商品及び製品の積み増しや期末日が金融機関の休日であったことによる売上債権の増加等により、前連

結会計年度末比1,440百万円増加し、26,064百万円となりました。

　固定資産は、主に保有有価証券の時価の上昇による投資有価証券の増加により前連結会計年度末比 105百万円増加

し、5,532百万円となりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末における総資産は31,597百万円（前連結会計年度末比1,546百万円の増加）と

なりました。

　（負債）

　流動負債は、仕入債務や未払法人税が減少した一方で、金融機関からの借入金が増加したことにより、前連結会計年

度末比878百万円増加し、12,763百万円となりました。

　固定負債は、退職給付に係る負債や繰延税金負債の増加等により前連結会計年度末比66百万円増加し、1,279百万円と

なりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末における負債は14,042百万円（前連結会計年度末比944百万円の増加）となり

ました。

　（純資産）

　四半期純利益の計上による利益剰余金の増加によって株主資本が増加したことに加え、その他有価証券評価差額金の

増加や為替換算調整勘定の増加により、その他の包括利益累計額が増加いたしました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末における純資産は17,554百万円（前連結会計年度末比601百万円の増加）とな

りました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年11月６日発表の通期の業績予想に変更はありません。
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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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　(会計方針の変更)

　（退職給付に関する会計基準の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び

「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」

という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて、当第１四半期

連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額

基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤

務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一

の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半期連

結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しておりま

す。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が18百万円増加し、利益剰余金が 11百万円減少し

ております。

なお、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

（たな卸資産の評価方法の変更）

たな卸資産の評価方法については、従来、主として個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採

用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げ

の方法)に変更しております。

当該会計方針の変更は、為替の変動等による仕入価格の変動の影響を平準化することにより、ビジネス形態及び実態

に即しつつも、期間損益計算及びたな卸資産の評価額の計算をより適正に行うことを目的としたものであり、当第１四

半期連結会計期間の期首までに基幹システム環境の整備が完了し、実務上の対応が可能となったために行ったものであ

ります。

当該会計方針の変更は、基幹システム環境の整備・変更を契機として行ったものであり、過去に遡及して総平均法に

よる単価計算を行うことができないことから、遡及適用による影響額を算定することが実務上不可能であります。その

ため、前連結会計年度末のたな卸資産の帳簿価額を当第１四半期連結会計期間の期首残高として、期首から将来にわた

り総平均法を適用しております。

なお、当該変更による商品、売上原価、各段階損益ならびに１株当たり情報への影響額は軽微であります。
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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26年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,494,447 3,290,477

受取手形及び売掛金 13,518,920 13,837,942

電子記録債権 331,654 486,051

商品及び製品 6,464,725 7,190,972

仕掛品 1,104 2,555

原材料及び貯蔵品 1,298 1,828

その他 832,169 1,279,432

貸倒引当金 △20,244 △24,354

流動資産合計 24,624,076 26,064,906

固定資産

有形固定資産 2,121,912 2,092,621

無形固定資産

のれん 8,655 10,027

その他 66,753 64,446

無形固定資産合計 75,409 74,474

投資その他の資産

投資有価証券 2,476,062 2,657,165

その他 776,650 731,195

貸倒引当金 △23,079 △23,079

投資その他の資産合計 3,229,633 3,365,281

固定資産合計 5,426,955 5,532,377

資産合計 30,051,031 31,597,283

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,021,249 7,667,498

短期借入金 1,341,077 2,639,591

未払法人税等 860,259 468,692

引当金 15,775 60,203

その他 1,646,119 1,927,077

流動負債合計 11,884,481 12,763,064

固定負債

長期借入金 100,000 100,000

退職給付に係る負債 605,347 637,172

その他 507,769 542,267

固定負債合計 1,213,117 1,279,439

負債合計 13,097,598 14,042,503
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,006,587 1,006,587

資本剰余金 428,398 428,398

利益剰余金 14,459,613 14,804,074

自己株式 △192,195 △192,195

株主資本合計 15,702,404 16,046,865

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 593,950 671,753

為替換算調整勘定 136,791 290,089

その他の包括利益累計額合計 730,741 961,843

新株予約権 17,958 17,958

少数株主持分 502,328 528,111

純資産合計 16,953,433 17,554,779

負債純資産合計 30,051,031 31,597,283
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成25年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 14,494,393 15,386,208

売上原価 12,399,470 12,967,118

売上総利益 2,094,922 2,419,089

販売費及び一般管理費 1,340,975 1,436,178

営業利益 753,946 982,910

営業外収益

受取利息 2,410 2,682

受取配当金 19,630 15,219

為替差益 125,780 137,188

その他 20,032 34,981

営業外収益合計 167,854 190,071

営業外費用

支払利息 6,570 14,845

その他 6,799 10,132

営業外費用合計 13,370 24,978

経常利益 908,431 1,148,004

特別損失

減損損失 － 25,352

特別損失合計 － 25,352

税金等調整前四半期純利益 908,431 1,122,651

法人税等 388,853 473,644

少数株主損益調整前四半期純利益 519,577 649,007

少数株主利益 21,907 21,012

四半期純利益 497,670 627,994
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成25年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 519,577 649,007

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 96,802 78,069

為替換算調整勘定 107,153 180,213

その他の包括利益合計 203,956 258,282

四半期包括利益 723,534 907,290

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 694,881 859,096

少数株主に係る四半期包括利益 28,652 48,193
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（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）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

（注）２

四半期連結損益

計 算 書 計 上 額

（注）３
ゴム・

化学品
機械資材

海外

現地法人

国内

子会社
計

売上高

外部顧客への売

上高
6,211,786 3,493,775 3,408,656 1,325,132 14,439,350 58,485 14,497,835 △3,441 14,494,393

セグメント間の

内部売上高又

は振替高

508,331 43,994 314,932 131,068 998,326 8,321 1,006,647 △1,006,647 －

計 6,720,117 3,537,770 3,723,588 1,456,200 15,437,676 66,806 15,504,482 △1,010,089 14,494,393

セグメント

利益
270,656 361,267 95,967 99,688 827,580 39,697 867,277 △113,330 753,946

(注)１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。

２. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) 外部顧客への売上高の調整額△3,441千円は、管理会計との為替調整額であります。

(2) セグメント利益の調整額△113,330千円には、のれん償却額△398千円、各報告セグメントに配分してい

ない販売費及び一般管理費△93,397千円、管理会計との為替調整額△8,977千円が含まれております。

３. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成26年10月１日 至 平成26年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

（注）２

四半期連結損益

計 算 書 計 上 額

（注）３
ゴム・

化学品
機械資材

海外

現地法人

国内

子会社
計

売上高

外部顧客への売

上高
6,069,144 4,464,706 3,198,926 1,606,498 15,339,275 57,627 15,396,903 △10,694 15,386,208

セグメント間の

内部売上高又

は振替高

789,310 40,718 314,734 18,939 1,163,703 8,321 1,172,024 △1,172,024 －

計 6,858,455 4,505,424 3,513,660 1,625,438 16,502,978 65,948 16,568,927 △1,182,719 15,386,208

セグメント

利益
325,766 500,826 102,995 140,519 1,070,108 39,389 1,109,497 △126,586 982,910

(注)１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。

２. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) 外部顧客への売上高の調整額△10,694千円は、管理会計との為替調整額であります。

(2) セグメント利益の調整額△126,586千円には、のれん償却額△457千円、各報告セグメントに配分してい

ない販売費及び一般管理費△118,293千円、管理会計との為替調整額△60,008千円が含まれております。

３. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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