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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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
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３四半期 44,350 4.0 663 9.7 649 7.5 439 22.4

27年３月期第３四半期 42,638 △3.9 604 △6.3 604 △5.1 359 73.1
(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 504百万円(△30.0％) 27年３月期第３四半期 720百万円( 13.1％)
　

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３四半期 51.41 －

27年３月期第３四半期 42.02 －
　

（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３四半期 26,370 8,932 33.8

27年３月期 24,786 8,584 34.4
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 8,903百万円 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．２「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．２「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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 8,548,336株 27年３月期３Ｑ 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３四半期連結累計期間(平成27年４月１日～平成27年12月31日）におけるわが国経済は、企業収益や雇用情

勢の改善など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、中国を主とした新興国経済の減速や国際情勢不安に起因した世界経済の下振れなど、引き続き不

透明な状況が続いています。

一方で原油相場の低迷、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いて売上高・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３四半期連結累計期間の売上高は44,350百万円（前年同期比4.0％増）、

営業利益は663百万円（同9.7％増）、経常利益は649百万円（同7.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

439百万円（同22.4％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は26,370百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,584百万円増加いたし

ました。その要因は、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金を主とした流動資産の増加額1,437百万円、及び投

資有価証券を主とした固定資産の増加額146百万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1,236百万円増加し、17,438百万円となりました。その要因は支払手形及

び買掛金を主とした流動負債の増加額887百万円、及び長期借入金を主とした固定負債の増加額349百万円によるも

のであります。

純資産の部は前連結会計年度末から347百万円増加したことで8,932百万円となり、自己資本比率は33.8％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

当第３四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、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10月28日付「平成28年３月期 第２四半期決算短信」で公表いたしました業

績予想から変更はありません。

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３四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３四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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,414,481 3,704,400

受取手形及び売掛金 16,263,082 17,375,603

商品及び製品 1,897,900 1,969,419

仕掛品 13,123 13,788

原材料及び貯蔵品 29,490 37,274

繰延税金資産 58,365 54,564

その他 258,300 213,254

貸倒引当金 △13,884 △9,921

流動資産合計 21,920,860 23,358,383

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 △518,131

建物及び構築物（純額） 191,817 178,329

機械装置及び運搬具 200,799 184,814

減価償却累計額 △187,765 △174,964

機械装置及び運搬具（純額） 13,034 9,849

工具、器具及び備品 116,864 114,662

減価償却累計額 △98,334 △100,535

工具、器具及び備品（純額） 18,530 14,126

土地 220,948 220,948

リース資産 93,220 103,771

減価償却累計額 △58,142 △64,577

リース資産（純額） 35,077 39,194

有形固定資産合計 479,408 462,448

無形固定資産

リース資産 3,361 4,637

その他 208,451 167,104

無形固定資産合計 211,812 171,741

投資その他の資産

投資有価証券 1,802,871 2,024,473

差入保証金 120,597 109,103

破産更生債権等 3,499 208

繰延税金資産 7,583 10,211

その他 239,867 234,183

貸倒引当金 △208 △208

投資その他の資産合計 2,174,210 2,377,971

固定資産合計 2,865,431 3,012,162

資産合計 24,786,292 26,370,546
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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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,806,100 11,954,390

短期借入金 3,073,804 3,070,548

1年内返済予定の長期借入金 365,000 224,000

未払法人税等 159,113 74,967

賞与引当金 81,791 63,652

その他 400,157 385,766

流動負債合計 14,885,966 15,773,326

固定負債

長期借入金 420,000 699,000

役員退職慰労引当金 66,366 72,095

退職給付に係る負債 234,316 252,535

繰延税金負債 338,239 412,464

その他 256,793 228,751

固定負債合計 1,315,715 1,664,846

負債合計 16,201,681 17,438,172

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 6,057,262

自己株式 △949 △979

株主資本合計 7,268,531 7,571,200

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 610,510 752,652

繰延ヘッジ損益 △455 △3,340

為替換算調整勘定 659,078 582,567

その他の包括利益累計額合計 1,269,134 1,331,878

非支配株主持分 46,944 29,294

純資産合計 8,584,610 8,932,373

負債純資産合計 24,786,292 26,370,546
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 42,638,066 44,350,111

売上原価 40,208,475 41,706,479

売上総利益 2,429,591 2,643,631

販売費及び一般管理費

運賃 196,266 239,165

役員報酬 83,099 78,958

給料 528,807 555,175

賞与 74,268 79,070

賞与引当金繰入額 62,690 64,067

退職給付費用 36,751 28,863

役員退職慰労引当金繰入額 9,719 9,728

福利厚生費 119,872 124,884

旅費及び交通費 74,219 83,169

賃借料 142,163 146,303

支払手数料 84,392 87,456

租税公課 19,841 24,322

減価償却費 62,688 69,561

その他 329,817 389,039

販売費及び一般管理費合計 1,824,599 1,979,767

営業利益 604,991 663,863

営業外収益

受取利息 1,958 2,515

受取配当金 21,839 27,267

仕入割引 418 299

為替差益 11,327 2,572

持分法による投資利益 15,686 4,770

貸倒引当金戻入額 4,893 3,963

その他 8,842 11,248

営業外収益合計 64,967 52,637

営業外費用

支払利息 47,315 47,747

売上割引 9,717 9,844

手形売却損 7,125 6,176

その他 1,594 3,064

営業外費用合計 65,753 66,833

経常利益 604,205 649,667

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 1,731

特別損失合計 8 1,731

税金等調整前四半期純利益 604,196 656,510

法人税等 239,906 214,473

四半期純利益 364,289 442,036

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,112 2,581

親会社株主に帰属する四半期純利益 359,176 439,454
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 364,289 442,036

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金（税引前） 410,575 211,211

繰延ヘッジ損益（税引前） 1,502 △4,312

為替換算調整勘定（税引前） 84,398 △74,969

持分法適用会社に対する持分相当額 7,751 △1,541

その他の包括利益に係る税効果額 △147,528 △67,642

その他の包括利益合計 356,699 62,744

四半期包括利益 720,989 504,780

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 715,876 502,199

非支配株主に係る四半期包括利益 5,112 2,581
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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）

当第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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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