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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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 ％

30年３月期第１四半期 6,086 7.2 1,242 1.2 1,166 30.2 778 22.8

29年３月期第１四半期 5,679 △3.5 1,227 20.3 895 △14.6 633 △13.9
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 793百万円( 63.5％) 29年３月期第１四半期 485百万円(△35.2％)
　

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

30年３月期第１四半期 32.18 －

29年３月期第１四半期 26.20 －
　

(注）当社は、平成29年４月22日付で普通株式１株につき５株の割合で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」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 ％

30年３月期第１四半期 30,048 22,601 75.1

29年３月期 30,690 21,977 71.5
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 22,553百万円 29年３月期 21,929百万円
　　

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

29年３月期 － 25.00 － 35.00 60.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) 8.00 － 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

当社は、平成29年４月22日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。平成29年３月期の配
当金については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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) 11,700 4.2 2,100 △10.6 2,100 17.9 1,500 16.5 62.04

通期 24,000 2.6 4,400 △13.2 4,400 △12.4 3,200 △14.3 132.36
(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
　

　

（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 ： 無

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
　

　

（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) 30年３月期１Ｑ 24,400,000株 29年３月期 24,400,000株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 223,880株 29年３月期 223,880株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 24,176,120株 29年３月期１Ｑ 24,176,485株
　

(注）当社は、平成29年４月22日付で普通株式１株につき５株の割合で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、発行済株式数(普通株式)を算定しております。

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま
せん。また、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
条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料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１四半期連結累計期間（平成29年４月１日～平成29年６月30日）における世界経済は、米国では財政政策に

不透明感はあるものの底堅い個人消費や雇用情勢の改善などにより堅調な景況感が続き、欧州においても景気の先

行きに係るリスクが和らぎ景気回復傾向が継続しました。また、中国をはじめとする新興国や資源国等においても

景気拡大の減速感はありますが堅調に推移しております。総じてみれば回復基調にあるものの、中期的には地政学

リスク等の下振れ要因を内包しております。

わが国経済におきましては、企業収益や雇用環境の改善を背景として、個人消費に緩やかな回復基調が続きまし

た。

当社グループの主要顧客であります自動車業界におきましては、ライトビークル市場（乗用車・小型商用車）で、

米国では新車販売台数は減少傾向にあるものの、国内、欧州、中国を中心に堅調に推移し、当社グループの販売数

量は堅調に推移しました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、販売数量増加等により6,086百万円(前年同期比7.2％増)

となりましたが、営業利益は1,242百万円(前年同期比1.2％増)となりました。経常利益は前年同期と比較して為替

差損が減少したことにより1,166百万円(前年同期比30.2％増)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は778百

万円(前年同期比22.8％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は30,048百万円で、前連結会計年度末に比べ642百万円減少しまし

た。これは主に、現金及び預金の減少(801百万円)、建設仮勘定の増加(247百万円)等によるものであります。

　当第１四半期連結会計期間末における負債は7,446百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,266百万円減少しま

した。これは主に、未払法人税等の減少(731百万円)、賞与引当金の減少(335百万円)、長期借入金(１年内返済予定

の長期借入金含む)の減少(208百万円)等によるものであります。

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は22,601百万円で、前連結会計年度末に比べ624百万円増加しまし

た。これは主に利益剰余金の増加(608百万円)によるものであります。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末71.5％から75.1％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

　平成30年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成29年５月11日に公表いたしました

業績予想から変更しておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,594,927 4,793,427

受取手形及び売掛金 4,630,450 4,516,472

有価証券 1,200,000 1,200,000

製品 2,268,432 2,342,158

仕掛品 1,582,099 1,686,758

原材料及び貯蔵品 1,703,021 1,723,279

その他 1,685,888 1,558,547

流動資産合計 18,664,819 17,820,643

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,551,122 2,491,775

機械装置及び運搬具（純額） 4,698,746 4,736,846

土地 1,484,243 1,484,243

建設仮勘定 1,170,290 1,418,029

その他（純額） 378,387 366,825

有形固定資産合計 10,282,791 10,497,720

無形固定資産 330,051 317,437

投資その他の資産 1,413,058 1,412,355

固定資産合計 12,025,901 12,227,512

資産合計 30,690,721 30,048,155

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 750,728 761,002

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 799,044 844,368

未払法人税等 1,008,279 276,779

賞与引当金 456,742 121,382

その他 1,727,698 1,703,515

流動負債合計 5,442,492 4,407,049

固定負債

長期借入金 3,045,992 2,792,062

退職給付に係る負債 970 1,059

その他 224,021 246,318

固定負債合計 3,270,984 3,039,439

負債合計 8,713,477 7,446,489

純資産の部

株主資本

資本金 787,100 787,100

資本剰余金 1,073,270 1,073,270

利益剰余金 19,846,504 20,455,297

自己株式 △83,308 △83,308

株主資本合計 21,623,566 22,232,359

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 189,601 233,541

為替換算調整勘定 151,234 122,516

退職給付に係る調整累計額 △34,839 △35,401

その他の包括利益累計額合計 305,996 320,655

非支配株主持分 47,680 48,651

純資産合計 21,977,244 22,601,666

負債純資産合計 30,690,721 30,048,155
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 5,679,850 6,086,572

売上原価 3,645,406 3,989,029

売上総利益 2,034,444 2,097,543

販売費及び一般管理費 806,880 854,879

営業利益 1,227,563 1,242,664

営業外収益

受取利息 2,913 2,742

受取配当金 5,239 6,483

助成金収入 24,078 18,177

その他 14,974 13,819

営業外収益合計 47,205 41,222

営業外費用

支払利息 2,222 2,352

為替差損 355,833 75,945

持分法による投資損失 20,091 38,299

その他 1,122 1,062

営業外費用合計 379,269 117,659

経常利益 895,499 1,166,226

特別利益

投資有価証券売却益 － 943

特別利益合計 － 943

特別損失

固定資産除却損 3,508 －

特別損失合計 3,508 －

税金等調整前四半期純利益 891,991 1,167,169

法人税、住民税及び事業税 230,742 255,332

法人税等調整額 84,941 131,464

法人税等合計 315,684 386,796

四半期純利益 576,307 780,373

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△57,189 2,348

親会社株主に帰属する四半期純利益 633,497 778,025

決算短信（宝印刷） 2017年08月07日 11時52分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



第一稀元素化学工業株式会社(4082) 平成30年３月期 第１四半期決算短信(連結)

― 5 ―

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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 576,307 780,373

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △31,326 43,939

為替換算調整勘定 △42,627 △24,816

退職給付に係る調整額 △97 △562

持分法適用会社に対する持分相当額 △16,885 △5,278

その他の包括利益合計 △90,936 13,281

四半期包括利益 485,370 793,655

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 558,840 792,683

非支配株主に係る四半期包括利益 △73,470 971
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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。
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