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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年９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２四半期 13,052 3.6 1,244 △6.6 1,381 0.5 982 △2.0

29年３月期第２四半期 12,599 △6.2 1,332 7.3 1,374 8.4 1,002 6.9

(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 1,385百万円 (77.7％) 29年３月期第２四半期 779百万円 (19.0％)

　

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２四半期 141.77 －

29年３月期第２四半期 143.00 －
（注）当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当

該株式併合が行われたと仮定し、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２四半期 51,696 41,454 77.8

29年３月期 51,216 40,452 76.5

(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 40,211百万円 29年３月期 39,201百万円

　

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 － 4.00 － 40.00 ―

30年３月期 － 40.00

30年３月期(予想) － 40.00 80.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
※平成29年３月期第２四半期末配当金４円00銭の内訳は、普通配当３円00銭と記念配当１円00銭になります。

また、当社は平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。平成29年３月期の１株当たり期末配当金

につきましては、当該株式併合の影響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。

　

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、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 26,000 2.5 2,200 △19.3 2,400 △17.9 1,700 △8.4 245.30

(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)

（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２Ｑ 8,998,308株 29年３月期 8,998,308株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 2,077,771株 29年３月期 2,066,820株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 6,930,310株 29年３月期２Ｑ 7,007,450株

（注）当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、

前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均

株式数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

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。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の緩やかな成長に伴い輸出が増加基調となり、また、

企業収益の回復による雇用・所得環境の改善や個人消費の持ち直しなど、緩やかな回復基調が継続いたしました。

　このような経済環境のもと、当社グループは、グループの更なる事業基盤の強化を図り、事業環境の変化に対応

し、製品の高付加価値化に取り組み、新規顧客の獲得やきめ細かい技術指導を行うなど積極的な事業活動を行って

まいりました。

　化学品事業においては、電子材料向け樹脂及び住宅関連向け樹脂、自動車関連向け樹脂、建設機械向け樹脂が堅

調に推移した結果、増収となりました。

　食品事業においては、異性化糖の各種飲料向けが伸び悩んだ結果、減収となりました。

　不動産活用業は、ほぼ前年並みで推移いたしました。

　以上の結果、当社グループの売上高は前年同期比3.6％増加の13,052百万円となりました。

　利益面では、グループ全体で生産性の向上及びコスト削減の取り組みを実施いたしましたが、在外子会社の伸び

悩みや、輸入原材料価格の上昇等の影響を受けたことにより、営業利益は前年同期比6.6％減少の1,244百万円とな

りました。経常利益は前年同期比で為替差損が減少したこと等により0.5％増加の1,381百万円、親会社株主に帰属

する四半期純利益は税効果会計の影響等により前年同期比2.0％減少の982百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末と比べ480百万円増加し、51,696百万円となりまし

た。これは、主に当第２四半期連結会計期間末が金融機関の休日だったため売上債権の回収が翌月になり増加した

ことによるものです。

　負債合計は前連結会計年度末と比べ522百万円減少し、10,241百万円となりました。これは、主に当第２四半期連

結会計期間末が金融機関の休日だったため仕入債務の支払いが翌月になり増加しましたが、借入金及び未払金、未

払法人税等が減少したことによるものです。

　純資産合計は前連結会計年度末と比べ1,002百万円増加し、41,454百万円となりました。これは、利益剰余金及び

その他有価証券評価差額金が増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の連結業績予想につきましては、平成29年10月18日発表の通期の数値から変更はありません。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,758 8,789

受取手形及び売掛金 6,857 7,553

有価証券 2,101 1,601

商品及び製品 1,515 1,601

仕掛品 532 677

原材料及び貯蔵品 916 989

その他 398 407

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 22,079 21,619

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 21,665 21,750

減価償却累計額及び減損損失累計額 △15,520 △15,695

建物及び構築物（純額） 6,144 6,054

機械装置及び運搬具 29,628 29,703

減価償却累計額及び減損損失累計額 △26,619 △26,897

機械装置及び運搬具（純額） 3,009 2,806

土地 7,969 7,969

リース資産 138 111

減価償却累計額及び減損損失累計額 △84 △61

リース資産（純額） 53 50

建設仮勘定 397 938

その他 2,799 2,856

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,399 △2,422

その他（純額） 399 433

有形固定資産合計 17,974 18,254

無形固定資産 34 32

投資その他の資産

投資有価証券 9,871 10,619

その他 1,334 1,248

貸倒引当金 △78 △78

投資その他の資産合計 11,127 11,790

固定資産合計 29,136 30,076

資産合計 51,216 51,696
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,103 3,602

1年内返済予定の長期借入金 654 600

未払金 1,866 1,411

未払法人税等 646 350

賞与引当金 362 383

その他 123 179

流動負債合計 6,758 6,528

固定負債

長期借入金 1,650 1,350

環境対策引当金 35 11

固定資産撤去引当金 21 21

退職給付に係る負債 1,711 1,696

その他 586 634

固定負債合計 4,005 3,713

負債合計 10,763 10,241

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 25,689 25,689

利益剰余金 12,469 13,174

自己株式 △5,454 △5,495

株主資本合計 37,705 38,368

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,531 1,851

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 25 39

退職給付に係る調整累計額 △61 △48

その他の包括利益累計額合計 1,495 1,843

非支配株主持分 1,251 1,242

純資産合計 40,452 41,454

負債純資産合計 51,216 51,696
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 12,599 13,052

売上原価 9,513 10,022

売上総利益 3,085 3,029

販売費及び一般管理費 1,752 1,785

営業利益 1,332 1,244

営業外収益

受取利息 31 28

受取配当金 48 57

持分法による投資利益 7 12

環境対策引当金戻入額 － 23

その他 24 29

営業外収益合計 112 152

営業外費用

支払利息 9 3

為替差損 46 －

その他 15 11

営業外費用合計 70 14

経常利益 1,374 1,381

特別利益

保険差益 0 9

受取和解金 43 －

その他 0 0

特別利益合計 43 10

特別損失

固定資産処分損 25 13

その他 0 －

特別損失合計 26 13

税金等調整前四半期純利益 1,391 1,378

法人税、住民税及び事業税 327 317

法人税等調整額 △24 32

法人税等合計 303 350

四半期純利益 1,087 1,028

非支配株主に帰属する四半期純利益 85 46

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,002 982
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 1,087 1,028

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 96 324

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △416 23

退職給付に係る調整額 13 13

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △4

その他の包括利益合計 △308 357

四半期包括利益 779 1,385

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 859 1,330

非支配株主に係る四半期包括利益 △79 55
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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）

　 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

　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２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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：百万円)

報告セグメント
合計
（注）

化学品事業 食品事業 不動産活用業

売上高

外部顧客への売上高 9,792 2,685 121 12,599

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 9,792 2,685 121 12,599

セグメント利益 1,212 41 78 1,332

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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)

　該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９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：百万円)

報告セグメント
合計
（注）

化学品事業 食品事業 不動産活用業

売上高

外部顧客への売上高 10,506 2,423 122 13,052

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 10,506 2,423 122 13,052

セグメント利益 1,099 62 82 1,244

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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)

　該当事項はありません。
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