




○添付資料の目次

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………………………………………… 2

（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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………………………… 2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………… 2

３．継続企業の前提に関する重要事象等 ………………………………………………………………………………… 2

４．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 3

（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 ……………………………………………………… 5

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 5

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

（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） ………………………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 7

（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………… 7

 

- 1 -

旭化学工業(株)7928平成28年８月期第１四半期決算短信



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、雇用・所得環境の改善に伴い個人消費は底堅く推移し、原油

価格の下落や円安が継続することにより、穏やかな回復基調となりました。

 当社グループを取り巻く環境は、電動工具業界におきましては、海外生産比率増加により国内生産は減少しまし

た。自動車業界におきましては北米を中心に順調に推移しましたが、国内の販売は低迷し減収減産となりました。

 この結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高20億10百万円（前年同四半期比5.1％増）、営業

損失０百万円（前年同四半期は営業利益７百万円）、経常利益37百万円（同41.6％増）、親会社株主に帰属する四

半期純利益37百万円（同547.9％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日本

 国内は、電動工具部品については売上が増加しましたが自動車部品については国内販売の低迷により売上

は減少し、売上高は８億４百万円（前年同四半期比1.6％減）となり、営業損失が19百万円（前年同四半期

は営業損失３百万円）となりました。

  ②中国 

    中国は、樹脂金型の受注増加により売上高は11億81百万円（同9.3％増）となり、営業利益は40百万円

（同227.2％増）となりました。

  ③タイ

 タイは、自動車部品及び電動工具部品ともに受注は微増となりましたが、樹脂金型の受注減少により、売

上高は42百万円（同2.1％減）となり、営業損失は22百万円（前年同四半期は営業損失19百万円）となりま

した。

 

（２）財政状態に関する説明 

 資産合計は、前連結会計年度末と比べ26百万円減少し63億33百万円（前連結会計年度末比0.4％減）となりまし

た。これは主に受取手形及び売掛金が１億84百万円増加しましたが、現金及び預金が23百万円、たな卸資産が57百

万円、その他流動資産が42百万円及び有形固定資産が78百万円それぞれ減少したことによるものであります。

 負債合計は前連結会計年度末と比べ１億36百万円増加し13億37百万円（前連結会計年度末比11.4％増）となりま

した。これは主に買掛金が１億21百万円及び賞与引当金が28百万円それぞれ増加したことによるものであります。

 純資産の合計は前連結会計年度末と比べ１億62百万円減少し49億95百万円（前連結会計年度末比3.2％減）とな

りました。これは主に為替換算調整勘定が１億86百万円減少したことによるものであります。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成27年10月９日に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

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

 「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）、「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）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）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等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。

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（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８月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,020,540 1,997,432 

受取手形及び売掛金  847,737  1,032,134 

商品及び製品 221,351 189,355 

仕掛品 134,453 101,054 

原材料及び貯蔵品 138,690 146,323 

繰延税金資産 8,077 15,781 

その他 235,531 193,414 

貸倒引当金 △1,530 △2,140 

流動資産合計 3,604,852 3,673,355 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 700,612 676,034 

機械装置及び運搬具（純額） 554,776 497,654 

土地 975,430 960,055 

その他（純額） 27,893 46,439 

有形固定資産合計 2,258,712 2,180,184 

無形固定資産 9,673 8,096 

投資その他の資産   

投資有価証券 188,737 178,039 

その他 300,784 296,948 

貸倒引当金 △3,059 △3,059 

投資その他の資産合計 486,463 471,928 

固定資産合計 2,754,848 2,660,209 

資産合計 6,359,700 6,333,565 

負債の部   

流動負債   

買掛金 723,240 845,112 

未払法人税等 9,492 19,395 

賞与引当金 23,680 51,728 

役員賞与引当金 5,686 7,036 

その他 205,673 189,126 

流動負債合計 967,772 1,112,398 

固定負債   

繰延税金負債 185,929 180,577 

役員退職慰労引当金 45,278 44,048 

その他 1,755 549 

固定負債合計 232,963 225,175 

負債合計 1,200,736 1,337,574 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年８月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 671,787 671,787 

資本剰余金 729,938 729,938 

利益剰余金 2,843,348 2,870,230 

自己株式 △132,940 △132,940 

株主資本合計 4,112,134 4,139,016 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 64,378 61,128 

為替換算調整勘定 982,451 795,845 

その他の包括利益累計額合計 1,046,830 856,974 

純資産合計 5,158,964 4,995,990 

負債純資産合計 6,359,700 6,333,565 
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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９月１日 

 至 平成26年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 
 至 平成27年11月30日) 

売上高 1,912,764 2,010,487 

売上原価 1,759,011 1,858,713 

売上総利益 153,752 151,774 

販売費及び一般管理費 146,692 151,893 

営業利益又は営業損失（△） 7,060 △118 

営業外収益   

受取利息 9,320 8,722 

受取配当金 414 306 

為替差益 6,835 26,552 

その他 3,176 2,477 

営業外収益合計 19,746 38,058 

営業外費用   

支払利息 48 51 

営業外費用合計 48 51 

経常利益 26,758 37,888 

特別利益   

固定資産売却益 110 128 

投資有価証券売却益 8,051 9,673 

特別利益合計 8,162 9,801 

特別損失   

固定資産売却損 233 178 

固定資産除却損 1,795 － 

特別損失合計 2,029 178 

税金等調整前四半期純利益 32,891 47,511 

法人税、住民税及び事業税 28,426 21,230 

法人税等調整額 △1,373 △11,548 

法人税等合計 27,052 9,681 

四半期純利益 5,838 37,829 

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,838 37,829 
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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９月１日 

 至 平成26年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年９月１日 
 至 平成27年11月30日) 

四半期純利益 5,838 37,829 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,574 △3,249 

為替換算調整勘定 214,323 △186,606 

その他の包括利益合計 211,749 △189,856 

四半期包括利益 217,587 △152,026 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 217,587 △152,026 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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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26年９月１日 至平成26年11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） 

 日 本 中 国 タ イ 計 
調整額 
（注１） 

四半期連結損益
計算書計上額
（注２） 

売上高       

外部顧客への売上高 817,906 1,054,469 40,387 1,912,764 － 1,912,764 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ 26,401 2,629 29,030 △29,030 － 

計 817,906 1,080,870 43,017 1,941,795 △29,030 1,912,764 

セグメント利益又は損失（△） △3,352 12,267 △19,236 △10,321 17,381 7,060 

 (注)１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

 ２．セグメント利益又は損失は、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

 該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成27年９月１日 至平成27年11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） 

 日 本 中 国 タ イ 計 
調整額 
（注１） 

四半期連結損益
計算書計上額
（注２） 

売上高       

外部顧客への売上高 804,560 1,163,792 42,134 2,010,487 － 2,010,487 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ 17,476 － 17,476 △17,476 － 

計 804,560 1,181,268 42,134 2,027,963 △17,476 2,010,487 

セグメント利益又は損失（△） △19,272 40,138 △22,875 △2,009 1,890 △118 

 (注)１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

 ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失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

 該当事項はありません。
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