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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期の連結業績（平成27年４月１日～平成28年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期 87,003 △6.1 7,404 2.1 6,329 △23.4 4,013 △27.6

27年３月期 92,698 △2.3 7,252 △10.0 8,265 △6.2 5,543 △2.0
(注) 包括利益 28年３月期 1,600百万円(△81.0％) 27年３月期 8,424百万円(△19.0％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

28年３月期 58.20 － 7.5 6.0 8.5

27年３月期 80.37 － 11.2 8.3 7.8
(参考) 持分法投資損益 28年３月期 －百万円 27年３月期 －百万円
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

28年３月期 104,576 56,130 51.2 776.48

27年３月期 104,954 55,565 50.6 770.30
(参考) 自己資本 28年３月期 53,548百万円 27年３月期 53,122百万円
　　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

28年３月期 12,336 △12,742 △657 14,318

27年３月期 8,035 △7,091 4,468 16,081
　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

27年３月期 － 7.50 － 7.50 15.00 1,034 18.7 2.1

28年３月期 － 7.50 － 7.50 15.00 1,034 25.8 1.9

29年３月期(予想) － 7.50 － 37.50 － 19.9
　

※当社は、平成28年10月1日を効力発生日として普通株式５株につき１株の割合をもって株式併合を実施する予定である
ため、平成29年3月期（予想）の１株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合を考慮した金額を記載し、年間配
当金合計は、「－」として記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成29年3月期（予想）の１株当たり期末配
当金は7.5円となり、１株当たり年間配当金は15円となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する
説明、その他特記事項」をご覧ください。

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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) 45,000 6.0 3,700 14.0 3,600 15.3 2,400 14.0 34.80

通 期 94,000 8.0 8,000 8.0 7,700 21.6 5,200 29.6 377.01
※平成29年3月期の連結業績予想（通期）における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮してお
ります。株式併合を考慮しない場合の平成29年3月期の連結業績予想（通期）における１株当たり当期純利益は75円40銭
となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
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※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　 新規 ‐社 (社名)‐ 、除外 ‐社 (社名)‐
　　

（２）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 P13.「（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。
　　

（３）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 69,864,854株 27年３月期 69,864,854株

② 期末自己株式数 28年３月期 902,251株 27年３月期 901,524株

③ 期中平均株式数 28年３月期 68,962,839株 27年３月期 68,964,878株

　　

(参考) 個別業績の概要
１．平成28年３月期の個別業績（平成27年４月１日～平成28年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期 64,147 △1.9 6,793 38.8 6,443 8.1 4,364 6.5

27年３月期 65,422 3.9 4,895 △4.4 5,961 △18.7 4,097 △18.8
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

28年３月期 63.29 －

27年３月期 59.42 －
　　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

28年３月期 83,649 45,037 53.8 653.07

27年３月期 82,182 41,920 51.0 607.87

(参考) 自己資本 28年３月期 45,037百万円 27年３月期 41,920百万円

　　　

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商

品取引法に基づく財務諸表の監査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
１．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。業績予
想の前提となる条件については、添付資料2ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析」をご覧ください。

２．当社は平成28年5月11日開催の取締役会において、平成28年6月28日開催予定の第103期定時株主総会に、株式
併合について付議することを決議し、同株主総会での承認可決を条件に、平成28年10月1日を効力発生日として、
普通株式５株につき１株の割合をもって株式併合を実施することとしております。併せて同日付で単元株式数の変
更（1,000株から100株への変更）を実施する予定です。なお、株式併合を考慮しない場合の平成29年3月期の配当
予想及び連結業績予想は以下のとおりです。

(1)平成29年3月期の配当予想
　１株当たり配当金
　第2四半期末 7.5円
　期末 7.5円
(2)平成29年3月期の連結業績予想
　１株当たり当期純利益
　第2四半期末（累計） 34円80銭
　通期 75円40銭
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当期のわが国経済は、日銀の金融緩和政策や原油価格の下落を背景に、企業業績や雇用環境に改善が見られまし

たが、個人消費は消費者マインドの悪化などから低調に推移し、また期末にかけて急速な円高傾向となったことも

あり、景気回復は総じて力強さを欠く状況となりました。海外経済は、米国は底堅い景気回復が続き、欧州でも構

造的な不安定要因を抱えながらも緩やかな回復が見られましたが、中国の成長率鈍化、新興国や資源国の減速が鮮

明となり、世界経済の下振れ懸念が高まりました。

このような状況のもとで、当期の当社グループの売上高は870億3百万円（前期比6.1％減）、営業利益は74億4百

万円（前期比2.1％増）、経常利益は63億2千9百万円（前期比23.4％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は40億

1千3百万円（前期比27.6％減）と、前期に比べ減収減益となりました。

なお、平成26年３月期より、当社グループの業績をより適切に管理・開示するために、順次、海外連結子会社の

会計年度終了日を12月31日から連結会計年度と同じ３月31日に変更していることに伴い、前期には２社、当期には

１社が１月１日から翌年３月31日までの15ヶ月間の実績を連結しました。これによる業績への影響は軽微でありま

す。

また、第１四半期連結会計期間より、組織変更に伴い「化学品」セグメントに属しておりました「工業薬品事

業」を「ガス・エンジニアリング」セグメントに区分変更しております。

　

②事業セグメント別の状況

各セグメントの業績は次のとおりであります。

＜化学品セグメント＞

当セグメントでは、売上高は186億7百万円（前期比4.4％増）、営業利益は25億6千1百万円（前期比65.3％増）と

増収増益となりました。これは微粒子ポリマーの販売数量が増加したこと、および原料価格が下落したことによる

ものであります。

　

＜吸水性樹脂セグメント＞

当セグメントでは、売上高は530億3百万円（前期比10.0％減）、営業利益は40億8千6百万円（前期比15.1％減）

と減収減益となりました。これは、当期から姫路の増強設備が稼動し、販売数量は増加しましたが、原油相場の下

落による製品価格への下押し圧力と需給環境の緩和を受けて、価格が軟化したことによるものであります。

　

＜ガス・エンジニアリングセグメント＞

当セグメントでは、売上高は153億9千3百万円（前期比3.8％減）、営業利益は7億3千5百万円（前期比18.3％減）

と減収減益となりました。これは、エレクトロニクスガスの販売は堅調に推移したものの価格が軟化したこと、お

よび工業薬品の販売が減少したことによるものであります。

　

③次期の見通し

次期の連結業績につきましては、為替相場を110円/米ドル、国内ナフサ価格を35,000円／KL と想定し、売上高

は940億円、営業利益80億円、経常利益77億円、親会社株主に帰属する当期純利益52億円と予想しております。

（注 次期の連結業績予想数値において、決算期変更を予定している連結子会社１社（住友精化貿易（上海）有限

公司）は平成28年１月１日～平成29年３月31日までの15ヶ月間を連結対象期間としています。）
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（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3億7千7百万円減少し、1,045億7千6百万円となりました。

これは主に高吸水性樹脂製造設備等の有形固定資産が増加したものの、現預金及び売掛債権が減少したことなどに

よるものです。負債は、前連結会計年度末に比べ9億4千3百万円減少し、484億4千5百万円となりました。これは主

に設備未払金が減少したことなどによるものです。

純資産（非支配株主持分を含む）は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ、5億6千5百万円増

加し、561億3千万円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.6ポイント上昇し、51.2％となりま

した。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度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、17億6

千2百万円減少し、143億1千8百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の営業活動による資金の増加は、123億3千6百万円（前期比43億円の増加）となりました。主

な内訳は、税金等調整前当期純利益が62億1千8百万円、減価償却費が59億1千1百万円、売上債権の減少額が13億

4千4百万円、法人税等の支払額が17億4千1百万円などであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の投資活動による資金の減少は、127億4千2百万円（前期比56億5千万円の増加）となりまし

た。主な内訳は、固定資産の取得による支出123億9千9百万円などであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の財務活動による資金の減少は、6億5千7百万円（前期比51億2千5百万円の増加）となりまし

た。主な内訳は、配当金の支払による支出が10億3千4百万円などであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期

自己資本比率（％） 45.4 43.8 48.5 50.6 51.2

時価ベースの自己資本比率
（％）

36.1 29.0 50.3 56.3 36.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（倍）

3.4 12.4 1.7 3.9 2.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

29.3 10.1 53.4 34.5 56.9

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様への利益還元をはじめとした剰余金の配当等を機動的に実施するため、定款により剰余金の配

当等の決定機関を取締役会としております。

当社は、剰余金の配当に関しては、株主還元を経営上の最重要課題の一つと考え、各期の収益状況をベースに、安

定的な配当実施および今後の事業展開に備えるための内部留保などを勘案して決定することを基本としております。

また、内部留保につきましては、業績の向上と経営基盤の強化につながる生産体制拡充、コスト競争力の強化およ

び市場ニーズに対応した製品の研究開発に投資してまいります。

この方針のもと、当社の当期の期末配当につきましては、7.5円として実施させていただきます。これにより、中

間配当（１株につき7.5円）を含めました当期の年間の配当は、１株につき15円となります。

また、次期の配当金は、業績の見通し及び平成28年10月１日を効力発生日とする株式併合（普通株式５株を１株に

併合）を実施する予定であることに鑑み、中間配当金は１株当たり7.5円、期末配当金は１株当たり37.5円を予定し

ております。なお、株式併合を考慮しない場合の期末配当金は7.5円となります。
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは、社会との共存共栄を基本方針とし、化学の分野で世界に通じる独創的な技術を開発し、特色の

ある質の高い製品を国内外へ供給することにより、社会の発展に貢献してまいります。

（２）目標とする経営指標

資本効率と収益性を重視し、連結ROE（自己資本当期純利益率）と連結ROA（総資産経常利益率）の向上を目指し

た経営管理を行っております。

（３）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、事業規模拡大と安定的な収益基盤構築を事業戦略に掲げ、次の課題に取り組んでおります。

①高機能品の拡充による収益力強化

②吸水性樹脂の事業規模拡大

③グローバル展開の推進

④効率的な生産体制の確立

（４）会社の対処すべき課題

今後のわが国経済は、日銀の金融緩和政策、政府の経済政策や消費増税の動向、外国為替市場や株式市場の動き

が景気に与える影響などに注視が必要であり、先行きは不確かな状況にあります。

海外では、中国をはじめとする新興国や資源国の経済停滞、米国の政策金利引き上げの影響、また地政学的リス

クの拡大といった多くのリスク要因を抱えており、世界経済は先行き不透明な状況が続くことが予想されます。

このような状況において、当社グループは、今後当社グループが中長期的に目指すべき将来像を定め、それを具

体化する経営目標と戦略について、平成２９年３月期を初年度とする新中・長期経営計画を策定し、この新計画の

もと、今後とも持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ってまいります。

なお、新計画の公表は平成２８年５月末を予定しております。

セグメント毎の課題および取組みについては次のとおりであります。

化学品セグメントでは、新製品開発を一段と加速していくための研究開発に経営資源をより積極的に投入してま

いります。既存製品についても、多様化する顧客ニーズを的確に捉え、新規用途への展開を図ることにより、収益

基盤の強化に努めてまいります。

　

吸水性樹脂セグメントでは、厳しい市場環境のもと、韓国に建設中の新規拠点を計画どおりに完成させ、顧客へ

のグローバルな供給体制を充実させるとともに、高性能製品の拡販、ならびに継続的な新製品開発とテクニカルサ

ービスにも注力して、顧客との一層の関係強化による拡販を図り、収益基盤の強化に努めてまいります。

　

ガス・エンジニアリングセグメントでは、エレクトロニクスガスのアジア４拠点の連携強化による拡販と収益力

の向上を図ってまいります。エンジニアリングでは、海外案件を含む新規顧客の受注獲得にも積極的に取り組み、

収益確保に注力してまいります。

　

当社グループは、当社グループが目指す“単なる豊かさよりも、ひとのくらしに寄り添った心地よさを伴った快

適・利便性、および一通りの満足を満たしたうえで＋αが感じられるような製品とサービス、乾いた地球をうるお

すような地球環境改善への貢献、および世界の人々が安心して暮らせるための課題解決に貢献する製品とサービ

ス”の提供を通じて、持続的な成長の実現に挑戦してまいります。また、コンプライアンス、内部統制システムの

充実、製品の品質維持・向上、環境保護と安全の確保、様々なステークホルダーとの対話を通じたコーポレートガ

バナンスの強化に取り組んでまいります。

３．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。

なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当連結会計年度
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,417 14,622

受取手形及び売掛金 21,748 19,879

商品及び製品 11,336 12,205

仕掛品 489 347

原材料及び貯蔵品 2,295 2,184

繰延税金資産 597 596

その他 2,750 2,586

貸倒引当金 △107 △5

流動資産合計 55,527 52,417

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 23,704 23,588

減価償却累計額 △10,881 △11,291

建物及び構築物（純額） 12,822 12,297

機械装置及び運搬具 66,752 66,374

減価償却累計額 △51,007 △53,325

機械装置及び運搬具（純額） 15,744 13,048

土地 3,099 3,182

リース資産 10,075 10,000

減価償却累計額 △2,180 △3,146

リース資産（純額） 7,895 6,854

建設仮勘定 3,513 10,596

その他 5,688 5,640

減価償却累計額 △4,186 △4,347

その他（純額） 1,501 1,292

有形固定資産合計 44,577 47,272

無形固定資産

ソフトウエア 427 201

その他 6 6

無形固定資産合計 433 207

投資その他の資産

投資有価証券 1,347 1,124

退職給付に係る資産 901 749

繰延税金資産 1,333 1,821

その他 843 1,094

貸倒引当金 △10 △110

投資その他の資産合計 4,415 4,679

固定資産合計 49,426 52,159

資産合計 104,954 104,576

決算短信（宝印刷） 2016年05月06日 15時33分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



住友精化株式会社(4008) 平成28年３月期 決算短信

― 7 ―

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当連結会計年度
(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,243 10,059

短期借入金 12,031 10,672

1年内返済予定の長期借入金 3,279 236

リース債務 97 75

未払法人税等 1,218 1,515

賞与引当金 755 768

役員賞与引当金 31 －

その他 5,257 2,418

流動負債合計 31,913 25,745

固定負債

長期借入金 16,277 21,036

リース債務 206 122

繰延税金負債 60 65

退職給付に係る負債 931 1,475

固定負債合計 17,475 22,700

負債合計 49,388 48,445

純資産の部

株主資本

資本金 9,698 9,698

資本剰余金 7,539 7,539

利益剰余金 31,056 34,035

自己株式 △258 △259

株主資本合計 48,034 51,012

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 524 329

為替換算調整勘定 4,309 2,486

退職給付に係る調整累計額 254 △280

その他の包括利益累計額合計 5,088 2,535

非支配株主持分 2,442 2,582

純資産合計 55,565 56,130

負債純資産合計 104,954 104,576
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 92,698 87,003

売上原価 72,104 66,038

売上総利益 20,594 20,965

販売費及び一般管理費

発送運賃 2,888 2,946

従業員給料及び賞与 2,633 2,739

賞与引当金繰入額 317 323

退職給付費用 213 183

研究開発費 2,251 2,284

その他 5,037 5,082

販売費及び一般管理費合計 13,342 13,560

営業利益 7,252 7,404

営業外収益

受取利息 42 84

受取配当金 33 37

為替差益 1,269 －

その他 129 70

営業外収益合計 1,474 192

営業外費用

支払利息 231 220

為替差損 － 935

貸倒引当金繰入額 100 －

その他 130 111

営業外費用合計 462 1,267

経常利益 8,265 6,329

特別利益

投資有価証券売却益 20 30

固定資産売却益 － 23

国庫補助金 171 －

特別利益合計 191 54

特別損失

固定資産除却損 163 165

固定資産圧縮損 148 －

特別損失合計 311 165

税金等調整前当期純利益 8,144 6,218

法人税、住民税及び事業税 1,904 2,105

法人税等調整額 352 △217

法人税等合計 2,257 1,887

当期純利益 5,887 4,330

非支配株主に帰属する当期純利益 344 316

親会社株主に帰属する当期純利益 5,543 4,013
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当期純利益 5,887 4,330

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 128 △194

為替換算調整勘定 1,774 △1,999

退職給付に係る調整額 634 △534

その他の包括利益合計 2,537 △2,729

包括利益 8,424 1,600

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 7,750 1,460

非支配株主に係る包括利益 673 140
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,698 7,539 26,237 △256 43,218

会計方針の変更によ

る累積的影響額
482 482

会計方針の変更を反映

した当期首残高
9,698 7,539 26,720 △256 43,700

当期変動額

剰余金の配当 △1,206 △1,206

親会社株主に帰属す

る当期純利益
5,543 5,543

自己株式の取得 △2 △2

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 4,336 △2 4,333

当期末残高 9,698 7,539 31,056 △258 48,034

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 395 2,864 △380 2,880 1,768 47,866

会計方針の変更によ

る累積的影響額
482

会計方針の変更を反映

した当期首残高
395 2,864 △380 2,880 1,768 48,349

当期変動額

剰余金の配当 △1,206

親会社株主に帰属す

る当期純利益
5,543

自己株式の取得 △2

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

128 1,444 634 2,207 673 2,881

当期変動額合計 128 1,444 634 2,207 673 7,215

当期末残高 524 4,309 254 5,088 2,442 55,565
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当連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,698 7,539 31,056 △258 48,034

会計方針の変更によ

る累積的影響額
－

会計方針の変更を反映

した当期首残高
9,698 7,539 31,056 △258 48,034

当期変動額

剰余金の配当 △1,034 △1,034

親会社株主に帰属す

る当期純利益
4,013 4,013

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 2,979 △0 2,978

当期末残高 9,698 7,539 34,035 △259 51,012

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 524 4,309 254 5,088 2,442 55,565

会計方針の変更によ

る累積的影響額
－

会計方針の変更を反映

した当期首残高
524 4,309 254 5,088 2,442 55,565

当期変動額

剰余金の配当 △1,034

親会社株主に帰属す

る当期純利益
4,013

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△194 △1,823 △534 △2,552 140 △2,412

当期変動額合計 △194 △1,823 △534 △2,552 140 565

当期末残高 329 2,486 △280 2,535 2,582 56,130
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 8,144 6,218

減価償却費 6,012 5,911

固定資産除却損 53 68

固定資産圧縮損 148 －

国庫補助金 △171 －

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 182 105

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △111 △194

受取利息及び受取配当金 △75 △121

支払利息 231 220

固定資産売却損益（△は益） － △23

投資有価証券売却損益（△は益） △20 △30

売上債権の増減額（△は増加） 2,567 1,344

たな卸資産の増減額（△は増加） △956 △815

仕入債務の増減額（△は減少） △3,918 1,282

その他 △361 206

小計 11,725 14,171

利息及び配当金の受取額 75 121

利息の支払額 △233 △216

法人税等の支払額 △3,533 △1,741

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,035 12,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △7,374 △12,399

固定資産の売却による収入 － 59

国庫補助金による収入 232 －

投資有価証券の売却による収入 37 34

その他 12 △437

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,091 △12,742

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） 5,578 △1,246

長期借入れによる収入 4,500 5,000

長期借入金の返済による支出 △4,299 △3,279

自己株式の取得による支出 △2 △0

リース債務の返済による支出 △103 △95

配当金の支払額 △1,205 △1,034

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,468 △657

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,189 △699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,601 △1,762

現金及び現金同等物の期首残高 9,479 16,081

現金及び現金同等物の期末残高 16,081 14,318
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（５）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。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更）

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日である海外子会社３社については同日現在の財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っていましたが、当連結会計年度より当該会社のうち

１社（スミトモ セイカ アメリカ インコーポレーテッド）については決算日を３月31日に変更しています。

この決算期変更に伴い、当連結会計年度は、平成27年１月１日から平成28年３月31日までの15ヶ月間を連結して

いますが、業績に与える影響は軽微であります。

(会計方針の変更)

「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。）等を当連結会計年度から適用し、当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、前連結会計年度については連結財務諸

表の組替えを行っております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、本社に製品・サービス別の事業部門を置き、各事業部門は取り扱う製品・サービスについて国内及び海

外の包括的な戦略を立案し、事業活動を行っております。

したがって、当社は事業部門を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「化学品」、「吸

水性樹脂」及び「ガス・エンジニアリング」の３つを報告セグメントとしております。

また、第１四半期連結会計期間より、組織変更に伴い「化学品」セグメントに属しておりました「工業薬品事

業」を「ガス・エンジニアリング」セグメントに区分変更しております。なお、前連結会計年度のセグメント情報

については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、最近の有価証券報告書（平成27年６月30日提出）における

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価

格に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント

化学品 吸水性樹脂
ガス・エンジニアリ

ング
計

売上高

外部顧客への売上高 17,825 58,870 16,002 92,698

セグメント間の内部
売上高又は振替高

15 － 401 416

計 17,841 58,870 16,404 93,115

セグメント利益 1,549 4,812 899 7,261

セグメント資産 17,538 47,242 16,853 81,635

その他の項目

減価償却費 1,428 2,680 1,433 5,541

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,047 7,277 981 9,305

（注）「１．経営成績・財政状態に関する分析」に記載のとおり、従来、連結子会社のうち決算日が12月31日である

海外子会社５社について同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を

行っていましたが、第１四半期連結会計期間より、当該会社のうち２社（台湾住精科技（股）有限公司、住精ケミカル

（株））については決算日を３月31日に変更しています。

この決算期変更に伴い、当連結会計年度は、平成26年１月１日から平成27年３月31日までの15ヶ月間を連結しています

が、業績に与える影響は軽微であります。

当連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント

化学品 吸水性樹脂
ガス・エンジニアリ

ング
計

売上高

外部顧客への売上高 18,607 53,003 15,393 87,003

セグメント間の内部
売上高又は振替高

30 0 73 104

計 18,638 53,003 15,466 87,108

セグメント利益 2,561 4,086 735 7,383

セグメント資産 16,603 50,557 15,924 83,085

その他の項目

減価償却費 1,387 2,821 1,429 5,637

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

355 8,032 948 9,335

（注）「１．経営成績・財政状態に関する分析」に記載のとおり、従来、連結子会社のうち決算日が12月31日である

海外子会社３社について同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を

行っていましたが、第１四半期連結会計期間より、当該会社のうち１社（スミトモ セイカ アメリカ インコーポレ

ーテッド）については決算日を３月31日に変更しています。

この決算期変更に伴い、当連結会計年度は、平成27年１月１日から平成28年３月31日までの15ヶ月間を連結していま

すが、業績に与える影響は軽微であります。
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 93,115 87,108

セグメント間取引消去 △416 △104

連結財務諸表の売上高 92,698 87,003

（単位：百万円）

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 7,261 7,383

セグメント間取引消去 △9 21

連結財務諸表の営業利益 7,252 7,404

（単位：百万円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 81,635 83,085

全社資産（注） 23,318 21,490

連結財務諸表の資産合計 104,954 104,576

(注) 全社資産は、主に各報告セグメントに配分していない当社の余資運用資金（現金及び預金等）、長期投資資金

（投資有価証券）、繰延税金資産および全社共通研究にかかる資産等であります。

（単位：百万円）

その他の項目
報告セグメント計 調整額

連結財務諸表
計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 5,541 5,637 470 273 6,012 5,911

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

9,305 9,335 66 354 9,371 9,690

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産にかか

る資本的支出であります。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

１株当たり純資産額 770円30銭 776円48銭

１株当たり当期純利益金額 80円37銭 58円20銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

項目
前連結会計年度

(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 5,543 4,013

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)

5,543 4,013

普通株式の期中平均株式数(千株) 68,964 68,962

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

項目
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 55,565 56,130

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 2,442 2,582

(うち非支配株主持分)(百万円) (2,442) (2,582)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 53,122 53,548

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(千株)

68,963 68,962

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,398 1,329

受取手形 4 45

売掛金 16,813 17,457

商品及び製品 6,873 6,285

仕掛品 151 186

原材料及び貯蔵品 1,995 1,857

前渡金 0 0

前払費用 60 162

繰延税金資産 490 404

未収入金 595 709

その他 1,732 1,304

貸倒引当金 △103 △0

流動資産合計 30,011 29,742

固定資産

有形固定資産

建物 8,040 7,824

構築物 3,010 2,835

機械及び装置 13,412 11,188

車両運搬具 15 10

工具、器具及び備品 1,027 901

土地 3,099 3,182

リース資産 1 0

建設仮勘定 277 180

有形固定資産合計 28,884 26,123

無形固定資産

ソフトウエア 420 197

その他 4 4

無形固定資産合計 424 201
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,281 1,036

関係会社株式 17,762 17,762

関係会社出資金 1,280 1,345

長期貸付金 185 5,637

従業員に対する長期貸付金 37 －

関係会社長期貸付金 320 －

長期前払費用 317 454

前払年金費用 556 451

繰延税金資産 991 841

その他 139 162

貸倒引当金 △10 △110

投資その他の資産合計 22,861 27,581

固定資産合計 52,170 53,906

資産合計 82,182 83,649

負債の部

流動負債

買掛金 6,947 7,388

短期借入金 6,950 5,650

1年内返済予定の長期借入金 3,279 －

リース債務 1 0

未払金 3,727 897

未払費用 314 300

未払法人税等 672 1,116

前受金 7 40

預り金 903 923

賞与引当金 695 705

役員賞与引当金 31 －

その他 19 77

流動負債合計 23,547 17,100

固定負債

長期借入金 15,800 20,800

退職給付引当金 914 711

固定負債合計 16,714 21,511

負債合計 40,261 38,611
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 9,698 9,698

資本剰余金

資本準備金 7,539 7,539

資本剰余金合計 7,539 7,539

利益剰余金

利益準備金 773 773

その他利益剰余金

特別償却準備金 37 －

固定資産圧縮積立金 48 47

別途積立金 16,000 19,500

繰越利益剰余金 7,573 7,442

利益剰余金合計 24,432 27,762

自己株式 △258 △259

株主資本合計 41,410 44,740

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 509 297

評価・換算差額等合計 509 297

純資産合計 41,920 45,037

負債純資産合計 82,182 83,649
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（２）損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 65,422 64,147

売上原価 50,183 47,187

売上総利益 15,238 16,960

販売費及び一般管理費合計 10,343 10,167

営業利益 4,895 6,793

営業外収益

受取利息 7 19

受取配当金 233 220

為替差益 1,001 －

その他 114 46

営業外収益合計 1,356 287

営業外費用

支払利息 184 178

為替差損 － 419

貸倒引当金繰入額 100 －

その他 6 38

営業外費用合計 291 636

経常利益 5,961 6,443

特別利益

固定資産売却益 － 23

投資有価証券売却益 － 30

国庫補助金 171 －

特別利益合計 171 54

特別損失

固定資産除却損 150 160

固定資産圧縮損 148 －

特別損失合計 298 160

税引前当期純利益 5,834 6,336

法人税、住民税及び事業税 1,419 1,707

法人税等調整額 317 265

法人税等合計 1,736 1,972

当期純利益 4,097 4,364
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金

特別償却準備

金

固定資産圧縮

積立金
別途積立金

繰越利益剰余

金

当期首残高 9,698 7,539 7,539 773 102 48 10,500 9,635

会計方針の変更によ

る累積的影響額
482

会計方針の変更を反映

した当期首残高
9,698 7,539 7,539 773 102 48 10,500 10,118

当期変動額

剰余金の配当 △1,206

特別償却準備金の積

立
1 △1

特別償却準備金の取

崩
△66 66

固定資産圧縮積立金

の積立
2 △2

固定資産圧縮積立金

の取崩
△2 2

別途積立金の積立 5,500 △5,500

当期純利益 4,097

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － △64 0 5,500 △2,544

当期末残高 9,698 7,539 7,539 773 37 48 16,000 7,573

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計利益剰余金合

計

当期首残高 21,059 △256 38,039 373 373 38,413

会計方針の変更によ

る累積的影響額
482 482 482

会計方針の変更を反映

した当期首残高
21,541 △256 38,522 373 373 38,896

当期変動額

剰余金の配当 △1,206 △1,206 △1,206

特別償却準備金の積

立
－ － －

特別償却準備金の取

崩
－ － －

固定資産圧縮積立金

の積立
－ － －

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ － －

別途積立金の積立 － － －

当期純利益 4,097 4,097 4,097

自己株式の取得 △2 △2 △2

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

135 135 135

当期変動額合計 2,890 △2 2,888 135 135 3,024

当期末残高 24,432 △258 41,410 509 509 41,920
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当事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金

特別償却準備

金

固定資産圧縮

積立金
別途積立金

繰越利益剰余

金

当期首残高 9,698 7,539 7,539 773 37 48 16,000 7,573

会計方針の変更によ

る累積的影響額

会計方針の変更を反映

した当期首残高
9,698 7,539 7,539 773 37 48 16,000 7,573

当期変動額

剰余金の配当 △1,034

特別償却準備金の積

立

特別償却準備金の取

崩
△37 37

固定資産圧縮積立金

の積立
1 △1

固定資産圧縮積立金

の取崩
△2 2

別途積立金の積立 3,500 △3,500

当期純利益 4,364

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － △37 △1 3,500 △131

当期末残高 9,698 7,539 7,539 773 － 47 19,500 7,442

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計利益剰余金合

計

当期首残高 24,432 △258 41,410 509 509 41,920

会計方針の変更によ

る累積的影響額
－ －

会計方針の変更を反映

した当期首残高
24,432 △258 41,410 509 509 41,920

当期変動額

剰余金の配当 △1,034 △1,034 △1,034

特別償却準備金の積

立
－ － －

特別償却準備金の取

崩
－ － －

固定資産圧縮積立金

の積立
－ － －

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ － －

別途積立金の積立 － － －

当期純利益 4,364 4,364 4,364

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△212 △212 △212

当期変動額合計 3,329 △0 3,329 △212 △212 3,117

当期末残高 27,762 △259 44,740 297 297 45,037

　

決算短信（宝印刷） 2016年05月06日 15時33分 22ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



住友精化株式会社(4008) 平成28年３月期 決算短信

― 23 ―

６．その他

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年６月28日開催予定の定時株主総会および同総会終了

後の取締役会にて、下記のとおり役員等の異動を行うことを内定および決定しましたのでお知らせしま

す。

（１）代表取締役の異動

① 新任代表取締役

氏 名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

宮 竹 賢 一
代表取締役常務執行役員
機能化学品部門統括

取締役常務執行役員
機能化学品部門統括

　

② 退任予定代表取締役

氏 名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

足 立 巳 津 二 顧問
代表取締役常務執行役員
知的財産、ＲＣ、品質保証、技術、エ
ンジニアリング、吸水性樹脂部門統括

（２）役員の異動

① 新任取締役候補者

氏 名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

村 越 傑
取締役執行役員
情報システム統括、経理企画室長

理事
経理企画室長

重 田 裕 基
取締役執行役員
知的財産、ＲＣ、品質保証統括、技術
室長兼エンジニアリング室長

執行役員
知的財産担当、技術室長兼エンジニア
リング室長

桝 本 弘 信
取締役執行役員
吸水性樹脂部門統括、技術企画室長

執行役員
吸水性樹脂事業部担当、技術企画室長

　

② 退任予定取締役

氏 名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

河 本 二 郎 顧問
取締役常務執行役員
経理企画、情報システム統括

山 本 恭 史 顧問
取締役常務執行役員
吸水性樹脂部門担当

　

③ 新任監査役候補者

氏 名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

道 籏 守 監査役（常勤） 総務人事室部長
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④ 退任予定監査役

氏 名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

辻 谷 敏 秀 顧問 監査役（常勤）

⑤ 新任執行役員

氏 名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

宮 本 哲 也
執行役員
機能化学品事業部長

理事
機能化学品事業部副事業部長兼開発室
長

佐 藤 誠
執行役員
知的財産部長

理事
知的財産部長

東 矢 健 宏
執行役員
吸水性樹脂事業部長

理事
吸水性樹脂事業部長兼営業部長

　

⑥ 執行役員の役職および分掌変更

氏 名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

白 井 秀 樹
常務執行役員
機能化学品部門担当

常務執行役員
機能化学品部門担当、機能化学品事業
部長

荒 木 英 一
執行役員
機能化学品部門特命事項担当

常務執行役員
機能化学品部門特命事項担当

　

（３）その他の人事異動（理事の人事）（平成28年６月28日付）

氏 名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

辻 安 彦
理事
健康保険組合事務従事兼総務人事室

執行役員
ガス事業部副事業部長

福 谷 勝 二
理事
セイカエンジニアリング㈱社長

セイカエンジニアリング㈱社長

山 口 聖
理事
機能化学品研究所長兼機能化学品事業
部開発室長

機能化学品研究所長

近 藤 憲 二
理事
経理企画室部長

経理企画室部長
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平成２８年５月１１日平成２８年５月１１日平成２８年５月１１日平成２８年５月１１日

住友精化株式会社住友精化株式会社住友精化株式会社住友精化株式会社

１．連結業績１．連結業績１．連結業績１．連結業績 （単位：百万円）

92,698 87,00387,00387,00387,003 △ 5,694 94,000 6,996

7,252 7,4047,4047,4047,404 152 8,000 595

8,265 6,3296,3296,3296,329 △ 1,935 7,700 1,370

5,543 4,0134,0134,0134,013 △ 1,529 5,200 1,186

80円37銭 58円20銭 △22円17銭 75円40銭 17円20銭

11.2％ 7.5％7.5％7.5％7.5％  △3.7％ 9.4％  1.9％

109.93 120.14120.14120.14120.14 － 110.00 －

63,500 42,80042,80042,80042,800 － 35,000 －

２．セグメント別売上高・営業利益２．セグメント別売上高・営業利益２．セグメント別売上高・営業利益２．セグメント別売上高・営業利益 （単位：百万円）

売 上 高 17,825 18,60718,60718,60718,607 782 18,000 △ 607

営 業 利 益 1,549 2,5612,5612,5612,561 1,012 2,000 △ 561

売 上 高 58,870 53,00353,00353,00353,003 △ 5,867 59,000 5,996

営 業 利 益 4,812 4,0864,0864,0864,086 △ 726 5,200 1,113

ガス・エンジ
売 上 高 16,002 15,39315,39315,39315,393 △ 609 17,000 1,606

ニ ア リ ン グ
営 業 利 益 899 735735735735 △ 164 800 64

売 上 高 － －－－－ － － －

営 業 利 益 △ 9 21212121 30 － △ 21

売 上 高 92,698 87,00387,00387,00387,003 △ 5,694 94,000 6,996

営 業 利 益 7,252 7,4047,4047,4047,404 152 8,000 595

29年3月期
（予　想）

化 学 品

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

27年3月期

平 均 為 替 レ ー ト （ 円 / ＄ ）

ナ フ サ 価 格 （ 円 / Ｋ Ｌ ）

28年3月期28年3月期28年3月期28年3月期

吸水性樹脂

自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 （ Ｒ Ｏ Ｅ ）

合 計

27年3月期 28年3月期28年3月期28年3月期28年3月期

前期比増減

前期比増減
29年3月期
（予　想）

前期比増減

前期比増減

（※）　第１四半期連結会計期間より、組織変更に伴い「化学品」セグメントに属しておりました「工業薬品事業」を
　　 　「ガス・エンジニアリング」セグメントに区分変更しております。
　　　 なお、27年3月期のセグメント情報についても、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

消 去

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

７．平成２８年３月期７．平成２８年３月期７．平成２８年３月期７．平成２８年３月期        連結決算概要連結決算概要連結決算概要連結決算概要
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