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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第１四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年６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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第１四半期 4,621 6.1 1,087 41.1 1,150 49.7 743 57.5

27年３月期第１四半期 4,357 12.9 770 78.5 768 34.7 471 48.5
(注) 包括利益 28年３月期第１四半期 721百万円( 145.0％) 27年３月期第１四半期 294百万円(△50.3％)
　

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

28年３月期第１四半期 105.35 ―

27年３月期第１四半期 66.89 ―
（注）平成26年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。前連結会計年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
　

（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 ％

28年３月期第１四半期 21,356 13,997 65.1

27年３月期 21,616 13,633 62.7
(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 13,906百万円 27年３月期 13,545百万円

　

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

27年３月期 ― 80.00 ― 50.00 ―

28年３月期 ―

28年３月期(予想) 60.00 ― 60.00 120.00
(注) １．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

平成28年３月期 第２四半期末配当金(予想)の内訳 普通配当 50円00銭 記念配当 10円00銭
平成28年３月期 期末配当金(予想)の内訳 普通配当 50円00銭 記念配当 10円00銭
配当予想の修正については、本日（平成27年８月３日）公表の「配当予想の修正(記念配当)に関するお知ら
せ」をご覧ください。

２．平成26年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。
平成27年３月期の年間配当金合計は、第２四半期末（分割前基準）と期末（分割後基準）で単純合計できま
せんので、記載しておりません。

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 10,000 6.6 2,000 △6.8 2,000 △8.0 1,300 △9.8 184.28

通期 21,400 8.1 5,000 8.5 5,000 3.4 3,500 9.2 496.15
(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 ： 無

（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 ： 無

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３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) 28年３月期１Ｑ 7,054,800株 27年３月期 7,054,800株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ 466株 27年３月期 466株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 7,054,334株 27年３月期１Ｑ 7,054,334株
　

（注）平成26年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。

※ 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、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。
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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世界経済は、米国景気が年初の落ち込みから回復基調にあり、欧州景気も

ユーロ安を背景とする輸出拡大等が支えとなり緩やかな回復が続いています。また、中国景気の鈍化も緩やかな

テンポに留まっています。一方で、米国の利上げやギリシャのユーロ圏離脱、中国の債務問題等の世界経済の下

押しリスク要因があります。また、日本経済におきましては、個人消費や設備投資は緩やかな回復基調を維持し

ていますが、年初にかけて増加した反動もあり、輸出・生産は増勢に一服感がみられます。

このような状況のもと、当社グループの業績は、海外における薬品の販売が好調に推移したことにより、売上

高は4,621百万円（前年同期比6.1％増）となりました。この結果、営業利益は1,087百万円（前年同期比41.1％

増）、経常利益は1,150百万円（前年同期比49.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は743百万円（前年同

期比57.5％増）とそれぞれ前年同期を上回りました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（薬品事業）

薬品事業におきましては、中国、台湾、韓国におけるプリント配線板用めっき薬品の販売が順調に推移し、ま

た中国では、自動車用めっき薬品の販売も順調に推移しました。この結果、売上高は4,060百万円（前年同期比

20.4％増）、セグメント利益は、1,456百万円（前年同期比31.2％増）と前年を上回りました。

（装置事業）

装置事業におきましては、一部の装置について工事の完成が遅れた影響もあり、売上高は268百万円（前年同

期比67.8％減）となりました。この結果、セグメント損失は2百万円（前年同期はセグメント利益41百万円）と

前年を下回りました。

（新規事業）

新規事業におきましては、プラズマ装置の売上計上により、売上高は292百万円（前年同期比94.6％増）とな

りました。この結果、セグメント損失は114百万円（前年同期はセグメント損失113百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ260百万円（1.2％）減少し、21,356百万

円となりました。

流動資産は、主に配当金の支払や株式の取得による現金及び預金の減少により518百万円（3.3％）減少し、

14,993百万円となりました。

固定資産は、主に海外での株式の取得による投資有価証券の増加により、258百万円（4.2％）増加し、6,362

百万円となりました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ624百万円（7.8％）減少し、7,358百万

円となりました。

流動負債は、主に法人税の支払による未払法人税等の減少や賞与支給に伴う賞与引当金の減少により491百万

円（8.7％）減少し、5,144百万円となりました。

固定負債は、主に借入返済による長期借入金の減少により133百万円（5.7％）減少し、2,213百万円となりま

した。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、主に四半期純利益の計上による利益剰余金の増加により、前連

結会計年度末に比べ364百万円（2.7％）増加し、13,997百万円となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、平成27年５月８日の「平成27年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。

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

　 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

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）

及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」

という。）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更いたしました。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫

定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結

財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支

配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及

び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）

及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の

期首時点から将来にわたって適用しております。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,013,660 6,364,216

受取手形及び売掛金 5,695,632 5,795,032

商品及び製品 1,110,917 1,185,401

仕掛品 134,888 109,456

原材料及び貯蔵品 401,445 410,454

繰延税金資産 513,526 327,943

その他 825,999 977,913

貸倒引当金 △184,230 △176,994

流動資産合計 15,511,838 14,993,423

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,740,086 1,719,467

機械装置及び運搬具（純額） 608,694 607,537

工具、器具及び備品（純額） 404,111 412,409

土地 522,824 522,824

リース資産（純額） 137,036 137,158

建設仮勘定 699,169 682,512

有形固定資産合計 4,111,922 4,081,910

無形固定資産

のれん 21,779 19,842

その他 68,518 84,394

無形固定資産合計 90,298 104,237

投資その他の資産

投資有価証券 1,504,670 1,758,933

繰延税金資産 5,197 5,938

その他 392,316 411,563

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,902,185 2,176,434

固定資産合計 6,104,406 6,362,581

資産合計 21,616,245 21,356,005
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,320,088 2,260,281

短期借入金 267,038 191,351

1年内返済予定の長期借入金 551,844 513,278

リース債務 17,981 18,593

未払法人税等 1,128,214 531,504

賞与引当金 361,264 203,289

工事損失引当金 13,962 13,962

前受金 232,357 532,800

繰延税金負債 26,773 29,185

その他 716,599 850,622

流動負債合計 5,636,123 5,144,870

固定負債

長期借入金 1,019,469 887,838

リース債務 155,968 155,478

退職給付に係る負債 801,116 833,168

繰延税金負債 53,220 18,842

資産除去債務 204,092 205,255

その他 113,196 113,196

固定負債合計 2,347,063 2,213,779

負債合計 7,983,187 7,358,650

純資産の部

株主資本

資本金 1,176,255 1,176,255

資本剰余金 1,128,904 1,128,904

利益剰余金 9,514,099 9,904,551

自己株式 △714 △714

株主資本合計 11,818,545 12,208,996

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 283,080 246,852

為替換算調整勘定 1,443,739 1,450,646

その他の包括利益累計額合計 1,726,819 1,697,499

非支配株主持分 87,692 90,859

純資産合計 13,633,057 13,997,355

負債純資産合計 21,616,245 21,356,005
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 4,357,493 4,621,671

売上原価 1,948,823 1,808,308

売上総利益 2,408,670 2,813,363

販売費及び一般管理費

給料及び手当 538,646 576,740

賞与 158,117 176,422

退職給付費用 33,256 30,509

減価償却費 61,160 73,071

貸倒引当金繰入額 15,506 -

その他 831,625 869,476

販売費及び一般管理費合計 1,638,313 1,726,219

営業利益 770,356 1,087,143

営業外収益

受取利息 6,364 5,403

受取配当金 18,309 18,319

為替差益 - 33,368

持分法による投資利益 26 -

貸倒引当金戻入額 - 7,426

その他 2,145 6,924

営業外収益合計 26,844 71,442

営業外費用

支払利息 7,038 6,098

為替差損 20,778 -

持分法による投資損失 - 129

その他 629 1,678

営業外費用合計 28,446 7,907

経常利益 768,754 1,150,678

特別利益

固定資産売却益 617 718

特別利益合計 617 718

特別損失

固定資産除却損 17 29

投資有価証券評価損 467 -

特別損失合計 484 29

税金等調整前四半期純利益 768,887 1,151,367

法人税、住民税及び事業税 214,073 229,355

法人税等調整額 78,099 170,092

法人税等合計 292,173 399,447

四半期純利益 476,714 751,919

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,849 8,751

親会社株主に帰属する四半期純利益 471,864 743,168
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 476,714 751,919

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 17,290 △36,228

為替換算調整勘定 △199,622 5,634

持分法適用会社に対する持分相当額 48 -

その他の包括利益合計 △182,283 △30,593

四半期包括利益 294,430 721,326

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 291,213 713,847

非支配株主に係る四半期包括利益 3,217 7,478
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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）

　 株主資本の金額は、前連結会計年度末に比して著しい変動がないため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自平成26年４月１日 至平成26年６月30日)

１．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
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

薬品事業 装置事業 新規事業 計

売上高

外部顧客への売上高 3,373,243 833,673 150,575 4,357,493 ― 4,357,493

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 280 280 △280 ―

計 3,373,243 833,673 150,856 4,357,774 △280 4,357,493

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

1,109,952 41,248 △113,739 1,037,462 △267,106 770,356

(注) １．調整額の内容は次のとおりであります。

セグメント利益 (単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

セグメント間取引消去 1,392

全社費用※ △268,498

合計 △267,106

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又はセグメント損失(△)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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

銀座鈴蘭堂化粧品股份有限公司へ増資したことに伴い、「新規事業」において、のれんが発生しておりま

す。なお当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間において、11,542千円であります。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自平成27年４月１日 至平成27年６月30日)

１．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
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

薬品事業 装置事業 新規事業 計

売上高

外部顧客への売上高 4,060,153 268,550 292,967 4,621,671 ― 4,621,671

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 239 239 △239 ―

計 4,060,153 268,550 293,207 4,621,910 △239 4,621,671

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

1,456,242 △2,690 △114,185 1,339,366 △252,222 1,087,143

(注) １．調整額の内容は次のとおりであります。

セグメント利益 (単位：千円)

当第１四半期連結累計期間

セグメント間取引消去 1,537

全社費用※ △253,760

合計 △252,222

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又はセグメント損失(△)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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。
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