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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日）

（１）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 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 4,957 10.8 328 79.9 310 702.6 314 ―

29年３月期第１四半期 4,475 6.0 182 △53.9 38 △90.1 12 △94.9
　

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 39.67 ―

29年３月期第１四半期 1.54 ―
　

　

（２）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 28,166 7,282 25.9

29年３月期 28,425 7,000 24.6
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 7,282百万円 29年３月期 7,000百万円

　

　

　

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) 5.00 ― 5.00 10.00

(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30年３月期の業績予想（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 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) 9,900 14.4 550 395.7 480 653.4 410 ― 51.65

通期 18,800 3.4 750 42.3 600 45.5 490 110.0 61.73

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
　

業績予想の修正については、本日(平成29年８月９日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参
照ください。
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（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 ： 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
　

　

（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) 30年３月期１Ｑ 8,143,390株 29年３月期 8,143,390株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 206,037株 29年３月期 206,037株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 7,937,353株 29年３月期１Ｑ 7,937,423株
　

　

※ 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
・本資料に記載されている業績見通しなど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状況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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）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

（全般の概況）

当第1四半期の世界経済は、米国は緩やかな景気拡大が継続し、欧州においても堅調な回復基調が続いています。

中国や新興国では持ち直しの動きが見られました。一方で日本経済は、堅調な雇用や所得情勢を受けて、緩やかな

回復基調となりました。

このような状況のもと、当社はお客様との関係強化に努め、積極的な拡販、新製品の開発、コスト削減に取り組

み、当第１四半期累計期間の売上高は4,957,310千円(前年同期比+481,764千円、+10.76%)、営業利益は328,925千

円(前年同期比+146,115千円、+79.93%)、経常利益は310,505千円(前年同期比+271,818千円、+702.60%)、四半期純

利益は314,904千円(前年同期比+302,660千円、+2,471.88%)となりました。

（セグメント別の概況）

【感光性材料事業】

半導体向け感光性材料は、スマートフォン、自動車などのマーケットの拡大、ならびにフラッシュメモリーの3

次元化による需要の拡大により販売が拡大しました。ディスプレイ製造向け感光性材料も、スマートフォン、高精

細テレビ、車載LCDなどの需要拡大により、販売は好調に推移しました。

これらの結果、同事業の売上高は2,756,341千円（前年同期比+423,729千円、+18.17％）となりました。

【化成品事業】

化成品部門は、電子材料向け製品を中心に、販売量は堅調に推移しました。

　ロジスティック部門は、顧客満足度向上に努めた結果、タンク契約率、回転率共に高水準で推移しております。

これらの結果、同事業の売上高は2,200,969千円（前年同期比＋58,035千円、+2.71％）となりました。

（２）業績予想などの将来予測情報に関する説明

第２四半期累計期間の業績予想につきましては、平成29年５月12日に公表しました業績予想を修正しておりま

す。

詳細につきましては、本日(平成29年８月９日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,865,819 1,573,557

受取手形及び売掛金 3,183,272 3,683,029

商品及び製品 4,634,110 4,638,608

仕掛品 149,496 117,585

原材料及び貯蔵品 1,105,437 1,220,324

その他 530,551 476,085

貸倒引当金 △3,205 △3,721

流動資産合計 11,465,482 11,705,470

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,006,460 6,911,623

機械装置及び運搬具（純額） 3,348,998 3,194,759

土地 5,020,230 4,818,582

その他（純額） 683,387 638,390

有形固定資産合計 16,059,076 15,563,355

無形固定資産

その他 366,701 353,319

無形固定資産合計 366,701 353,319

投資その他の資産

その他 533,852 544,808

投資その他の資産合計 533,852 544,808

固定資産合計 16,959,629 16,461,483

資産合計 28,425,112 28,166,953

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,184,569 2,337,420

短期借入金 6,242,000 7,100,000

1年内返済予定の長期借入金 3,310,932 3,121,023

未払法人税等 54,560 61,285

賞与引当金 332,635 175,280

役員退職慰労引当金 532,118 －

その他の引当金 31,746 6,819

その他 1,349,212 1,396,590

流動負債合計 14,037,774 14,198,420

固定負債

長期借入金 5,455,231 4,715,090

退職給付引当金 1,234,593 1,254,158

役員退職慰労引当金 65,617 54,964

その他 631,585 662,283

固定負債合計 7,387,026 6,686,496

負債合計 21,424,801 20,884,916
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,618,888 1,618,888

資本剰余金 1,541,589 1,541,589

利益剰余金 3,883,578 4,158,797

自己株式 △88,968 △88,968

株主資本合計 6,955,088 7,230,306

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 43,604 51,522

繰延ヘッジ損益 1,617 208

評価・換算差額等合計 45,222 51,730

純資産合計 7,000,311 7,282,036

負債純資産合計 28,425,112 28,166,953
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(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 4,475,545 4,957,310

売上原価 3,640,609 3,947,128

売上総利益 834,936 1,010,181

販売費及び一般管理費 652,127 681,256

営業利益 182,809 328,925

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 2,598 2,761

為替差益 ― 9,499

受取家賃 9,531 4,712

生命保険配当金 9,110 ―

その他 18,082 4,673

営業外収益合計 39,325 21,650

営業外費用

支払利息 48,918 37,615

為替差損 129,306 ―

その他 5,222 2,454

営業外費用合計 183,447 40,069

経常利益 38,687 310,505

特別利益

固定資産売却益 ― 153,814

特別利益合計 ― 153,814

特別損失

固定資産除却損 0 415

特別損失合計 0 415

税引前四半期純利益 38,687 463,904

法人税、住民税及び事業税 2,892 49,183

法人税等調整額 23,551 99,816

法人税等合計 26,443 148,999

四半期純利益 12,244 314,904
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（３）四半期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】

前第１四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６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)

報告セグメント

調整額
四半期損益
計算書計上額

(注)感光性材料事業 化成品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,332,611 2,142,933 4,475,545 ― 4,475,545

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 53,487 53,487 △53,487 ―

計 2,332,611 2,196,421 4,529,032 △53,487 4,475,545

セグメント利益又は損失
（△）

182,974 △165 182,809 ― 182,809

(注) セグメント利益又は損失は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

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

重要な事項はありません。

当第１四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６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)

報告セグメント

調整額
四半期損益
計算書計上額

(注)感光性材料事業 化成品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,756,341 2,200,969 4,957,310 ― 4,957,310

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 57,251 57,251 △57,251 ―

計 2,756,341 2,258,220 5,014,562 △57,251 4,957,310

セグメント利益又は損失
（△）

367,339 △38,414 328,925 ― 328,925

(注) セグメント利益又は損失は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

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

重要な事項はありません。
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