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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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
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２四半期 29,747 6.4 424 9.2 403 7.9 269 26.5

27年３月期第２四半期 27,968 △2.7 388 1.1 373 0.1 212 457.9
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 405百万円( 49.3％) 27年３月期第２四半期 271百万円(△36.3％)
　

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２四半期 31.51 －

27年３月期第２四半期 24.91 －
　

（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 ％

28年３月期第２四半期 24,776 8,902 35.8

27年３月期 24,786 8,584 34.4
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 8,873百万円 27年３月期 8,537百万円
　

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 － 7.00 － 8.00 15.00

28年３月期 － 8.00

28年３月期(予想) － 8.00 16.00

(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、対前期増減率)

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

通期 59,500 4.3 820 2.7 800 2.5 490 0.0 57.32
(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Ｐ．３「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 ： 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Ｐ．３「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２Ｑ 8,550,000株 27年３月期 8,550,000株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 1,690株 27年３月期 1,633株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 8,548,349株 27年３月期２Ｑ 8,548,367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きの対象外であり、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きは終了していません。
※ 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予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が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。なお、業績予想に関する事項は、Ｐ．２「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２四半期連結累計期間(平成27年４月１日～平成27年９月30日）におけるわが国経済は、政府による経済政

策や日本銀行による金融緩和政策の継続を受け、円安株高を背景に企業収益、雇用情勢や所得環境の改善傾向がみ

られ、国内景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

しかしながら、チャイナリスクの顕在化による世界的な株価の混乱や、中国を主とした新興国経済の減速など景

気の先行きについては、不透明な状況で推移いたしました。

一方で原油相場の急落、それに伴うナフサ価格の低下傾向は、合成樹脂卸売業界における売上高・利益額の面で

苦戦を強いる要因となっています。

このような状況下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は29,747百万円（前年同期比6.4％増）、

営業利益は424百万円（同9.2％増）、経常利益は403百万円（同7.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

269百万円（同26.5％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は24,776百万円となり、前連結会計年度末と比べ９百万円減少いたしまし

た。その要因は、受取手形及び売掛金が増加した一方で現金及び預金が減少し、その結果生じた流動資産の減少額

134百万円、及び投資有価証券を主とした固定資産の増加額125百万円等によるものであります。

また、負債は前連結会計年度末に比べ327百万円減少し、15,873百万円となりました。その要因は支払手形及び

買掛金を主とした流動負債の減少額459百万円及び長期借入金を主とした固定負債の増加額132百万円によるもので

あります。

純資産の部は前連結会計年度末から317百万円増加したことで8,902百万円となり、自己資本比率は35.8％となり

ました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

906百万円減少し、2,204百万円となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそ

れらの要因は下記の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により使用した資金は896百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益409百万円及びた

な卸資産の減少47百万円等があった一方で、売上債権の増加737百万円、仕入債務の減少471百万円等があった結果

によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は40百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入44百万円等があっ

た一方で、定期預金の預入による支出69百万円、投資有価証券の取得による支出６百万円等があった結果によるも

のです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により獲得した資金は17百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入250百万円等があった

一方で、長期借入金の返済による支出112百万円、配当金の支払額68百万円等があった結果によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結累計期間の業績は、国内・海外の連結子会社を含め、グループ全体としての連携のもと、需要

を着実に捉えることで当初の業績予想に対して、ほぼ順調に推移いたしました。しかしながら一方では、中国を主

とした新興国の景気減速や原油価格の低迷によるナフサ価格の低下等、国内外の不安定要因により、依然として経

営環境の先行きは不透明感を払拭しきれない状況にあります。

これらを総合的に勘案し、平成27年７月29日付「平成28年３月期 第１四半期決算短信」で公表いたしました業

績予想から変更はありません。
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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

税金費用の計算

税金費用については、当第２四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によっておりま

す。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(追加情報)

「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）第39項に掲げられた定め等を適用

し、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２四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。
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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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,414,481 2,533,845

受取手形及び売掛金 16,263,082 17,049,298

商品及び製品 1,897,900 1,861,448

仕掛品 13,123 15,049

原材料及び貯蔵品 29,490 27,487

繰延税金資産 58,365 57,652

その他 258,300 251,388

貸倒引当金 △13,884 △10,285

流動資産合計 21,920,860 21,785,887

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 696,461 696,461

減価償却累計額 △504,643 △513,637

建物及び構築物（純額） 191,817 182,823

機械装置及び運搬具 200,799 184,350

減価償却累計額 △187,765 △174,062

機械装置及び運搬具（純額） 13,034 10,288

工具、器具及び備品 116,864 117,561

減価償却累計額 △98,334 △101,592

工具、器具及び備品（純額） 18,530 15,968

土地 220,948 220,948

リース資産 93,220 103,839

減価償却累計額 △58,142 △60,450

リース資産（純額） 35,077 43,389

有形固定資産合計 479,408 473,419

無形固定資産

リース資産 3,361 5,086

その他 208,451 180,353

無形固定資産合計 211,812 185,439

投資その他の資産

投資有価証券 1,802,871 1,958,131

差入保証金 120,597 125,373

破産更生債権等 3,499 208

繰延税金資産 7,583 10,837

その他 239,867 237,244

貸倒引当金 △208 △208

投資その他の資産合計 2,174,210 2,331,587

固定資産合計 2,865,431 2,990,446

資産合計 24,786,292 24,776,333
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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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,806,100 10,368,232

短期借入金 3,073,804 3,081,856

1年内返済予定の長期借入金 365,000 424,000

未払法人税等 159,113 103,416

賞与引当金 81,791 89,189

その他 400,157 359,362

流動負債合計 14,885,966 14,426,058

固定負債

長期借入金 420,000 499,000

役員退職慰労引当金 66,366 69,095

退職給付に係る負債 234,316 247,505

繰延税金負債 338,239 388,479

その他 256,793 243,803

固定負債合計 1,315,715 1,447,883

負債合計 16,201,681 15,873,941

純資産の部

株主資本

資本金 793,050 793,050

資本剰余金 721,849 721,867

利益剰余金 5,754,581 5,955,569

自己株式 △949 △979

株主資本合計 7,268,531 7,469,507

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 610,510 708,815

繰延ヘッジ損益 △455 △6,688

為替換算調整勘定 659,078 702,107

その他の包括利益累計額合計 1,269,134 1,404,234

非支配株主持分 46,944 28,650

純資産合計 8,584,610 8,902,391

負債純資産合計 24,786,292 24,776,333
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 27,968,047 29,747,965

売上原価 26,376,074 27,995,816

売上総利益 1,591,972 1,752,148

販売費及び一般管理費

運賃 129,830 158,725

役員報酬 55,220 53,020

給料 352,491 368,531

賞与 12,653 14,977

賞与引当金繰入額 74,614 83,892

退職給付費用 23,805 20,325

役員退職慰労引当金繰入額 6,719 6,728

福利厚生費 76,456 82,070

旅費及び交通費 48,515 56,557

賃借料 93,884 97,091

支払手数料 58,356 63,401

租税公課 14,003 16,022

減価償却費 41,154 46,295

その他 215,696 260,251

販売費及び一般管理費合計 1,203,402 1,327,891

営業利益 388,570 424,256

営業外収益

受取利息 1,183 1,395

受取配当金 14,201 18,334

仕入割引 273 191

持分法による投資利益 10,880 2,447

貸倒引当金戻入額 2,317 3,599

その他 5,209 5,027

営業外収益合計 34,065 30,995

営業外費用

支払利息 32,018 32,057

売上割引 6,390 6,687

手形売却損 4,795 4,630

為替差損 4,342 6,470

その他 1,432 2,388

営業外費用合計 48,979 52,235

経常利益 373,655 403,016

特別利益

清算配当金 － 8,574

特別利益合計 － 8,574

特別損失

固定資産除却損 8 1,628

特別損失合計 8 1,628

税金等調整前四半期純利益 373,647 409,963

法人税等 157,686 139,097

四半期純利益 215,960 270,865

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,040 1,490

親会社株主に帰属する四半期純利益 212,920 269,374
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 215,960 270,865

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金（税引前） 250,438 148,333

繰延ヘッジ損益（税引前） 791 △9,327

為替換算調整勘定（税引前） △97,999 39,632

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,669 3,396

その他の包括利益に係る税効果額 △89,608 △46,934

その他の包括利益合計 55,952 135,100

四半期包括利益 271,913 405,965

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 268,873 404,474

非支配株主に係る四半期包括利益 3,040 1,490
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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 373,647 409,963

減価償却費 49,835 54,766

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,317 △3,599

受取利息及び受取配当金 △15,384 △19,729

支払利息 32,018 32,057

為替差損益（△は益） 98 △42

持分法による投資損益（△は益） △10,880 △2,447

清算配当金 － △8,574

固定資産除却損 8 1,628

売上債権の増減額（△は増加） 580,632 △737,697

たな卸資産の増減額（△は増加） △123,535 47,395

仕入債務の増減額（△は減少） △958,447 △471,023

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,892 7,331

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,680 2,728

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △51,559 13,188

破産更生債権等の増減額（△は増加） 22,580 3,290

その他 123,996 △24,677

小計 3,120 △695,442

利息及び配当金の受取額 15,604 20,107

利息の支払額 △29,399 △31,599

法人税等の支払額 △130,350 △189,456

営業活動によるキャッシュ・フロー △141,024 △896,391

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 △75,884 △69,242

定期預金の払戻による収入 62,558 44,000

有形固定資産の取得による支出 △11,920 △1,716

無形固定資産の取得による支出 △4,880 △1,903

投資有価証券の取得による支出 △6,973 △6,941

差入保証金の差入による支出 △5,572 △5,183

差入保証金の回収による収入 1,334 655

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,339 △40,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △404,040 1,839

長期借入れによる収入 450,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △411,000 △112,000

自己株式の取得による支出 － △30

リース債務の返済による支出 △7,717 △8,908

配当金の支払額 △68,386 △68,386

非支配株主への配当金の支払額 － △1,086

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△14,904 △18,680

その他 △22,114 △25,170

財務活動によるキャッシュ・フロー △478,163 17,576

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47,092 12,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △707,620 △906,363

現金及び現金同等物の期首残高 2,874,798 3,110,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,167,177 2,204,236
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（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）

当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）

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）

当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

当社及び連結子会社の事業は、合成樹脂関連商品の販売等並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。
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