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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 15,270 4.5 1,288 3.9 1,645 15.4 1,226 67.7

29年3月期第2四半期 14,614 △6.1 1,241 30.1 1,425 △1.9 731 △51.9

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　1,875百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△1,250百万円 （―％）

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 90.34 ―

29年3月期第2四半期 53.36 ―

(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

30年3月期第2四半期 42,466 30,853 68.3 2,135.69

29年3月期 40,560 29,318 67.9 2,028.73

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 28,997百万円 29年3月期 27,545百万円

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 ― 15.00 ― 25.00 40.00

30年3月期 ― 15.00

30年3月期（予想） ― 25.00 40.00

（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 31,400 6.1 2,600 6.7 3,200 6.0 2,000 17.8 147.06

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 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 ： 有

(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 13,900,065 株 29年3月期 13,900,065 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 322,439 株 29年3月期 322,176 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 13,577,797 株 29年3月期2Q 13,709,096 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、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．３「1.(3)連結業績予想など
の将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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２四半期連結累計期間における我が国経済は、好調な企業業績を背景として設備投資、個人消費共、緩やか

な回復が続きました。世界経済は、北朝鮮の地政学的リスクや米政権の政策運営等先行き不透明な部分があるもの

の、総じて堅調に推移しました。

　このような状況下、売上高は為替変動に伴う海外子会社の円貨換算額の減少がありましたが、それを上回る国内

外での拡販により前年同期比4.5％増の15,270百万円となりました。利益については、中国セグメントで減益となり

ましたがその他すべてのセグメントで増益となった結果、営業利益は前年同期比3.9％増の1,288百万円、経常利益

は前年同期比15.4％増の1,645百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期と異なり特別

損失の発生がなかったため、前年同期比67.7％増の1,226百万円となりました。

　セグメント別の業績は次のとおりであります。なお、セグメント利益は営業利益ベースの数値であります。

①日本

価格改定による販売単価の下落がありましたが、自動車生産台数の増加に伴い拡販を進め、販売数量が増加し

た結果、セグメント売上高は前年同期比3.8％増の8,294百万円となりました。セグメント利益は売上の増加及び

原材料費、経費の削減努力により、前年同期比38.2％増の515百万円となりました。

②南北アメリカ

アメリカ子会社は概ね横ばいで推移し、メキシコとブラジルの子会社が大きく売上を伸ばした結果、セグメン

ト売上高は前年同期比8.9％増の2,854百万円となりました。セグメント利益は前年同期比8.5％増の284百万円と

なりました。ブラジル子会社はここ数年の同国経済の低迷が底を打つ形で、前年同期の営業赤字から一転し、営

業黒字を確保しました。

③中国

現地通貨ベースでは概ね横ばいで推移したものの、為替変動に伴う円貨換算額の減少のため、セグメント売上

高は前年同期比3.3％減の1,965百万円となりました。セグメント利益は原材料費の増加等により、前年同期比

42.7％減の175百万円となりました。当セグメントは前年同期比で減収減益となりましたが、当第１四半期連結会

計期間と比較して当第２四半期連結会計期間の業績は改善傾向となりました。

④東南アジア／インド

当セグメントに属するタイ、マレーシア、インド、インドネシアの子会社はいずれも堅調に推移し、特にタイ

とインドが牽引する形でセグメント売上高は前年同期比9.6％増の2,155百万円となりました。セグメント利益は、

前年同期に赤字であったインド子会社の収益改善が進んだこと等により、前年同期比11.3％増の314百万円となり

ました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、42,466百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,906百万円増加しま

した。主な要因は、「長期預金」が180百万円減少したものの、「投資有価証券」が1,211百万円、「有形固定資

産」が396百万円、「商品及び製品」が244百万円、「受取手形及び売掛金」が240百万円増加したことによりま

す。

　負債は、11,612百万円となり、前連結会計年度末に比べ371百万円増加しました。主な要因は、「未払法人税

等」が196百万円、「未払金」が115百万円、「賞与引当金」が74百万円、「役員退職慰労引当金」が66百万円減

少したものの、「支払手形及び買掛金」が544百万円、「繰延税金負債」が295百万円増加したことによります。

　純資産は、30,853百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,535百万円増加しました。主な要因は、「利益剰余

金」が887百万円、「その他有価証券評価差額金」が681百万円増加したことによります。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は7,924百万円となり、前連結会計年度末に比べ

110百万円減少しました。

　(営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により1,131百万円の収入超過となりました。これは、法人税等の支払額527百万円、売上債権の増加

額275百万円、たな卸資産の増加額266百万円、持分法による投資利益231百万円等がありましたが、税金等調整前

四半期純利益1,645百万円、仕入債務の増加額541百万円、減価償却費348百万円等の収入によるものであります。

　(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動により583百万円の支出超過となりました。これは、有形固定資産の取得による支出581百万円等によ

るものであります。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動により616百万円の支出超過となりました。これは、配当金の支払額339百万円、非支配株主への配当

金の支払額248百万円等によるものであります。

（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月期の業績予想につきましては、平成29年５月12日発表の業績予想に変更はありません。
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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 8,177 8,203

受取手形及び売掛金 6,021 6,262

商品及び製品 1,419 1,664

原材料及び貯蔵品 1,800 1,799

繰延税金資産 198 199

その他 315 278

貸倒引当金 △20 △21

流動資産合計 17,913 18,385

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,867 4,210

機械装置及び運搬具（純額） 1,131 1,119

工具、器具及び備品（純額） 238 213

土地 5,106 5,113

リース資産（純額） 15 11

建設仮勘定 862 950

有形固定資産合計 11,222 11,619

無形固定資産 551 484

投資その他の資産

投資有価証券 9,736 10,948

保険積立金 578 604

長期預金 338 157

繰延税金資産 2 2

その他 235 286

貸倒引当金 △19 △20

投資その他の資産合計 10,872 11,977

固定資産合計 22,646 24,080

資産合計 40,560 42,466

決算短信（宝印刷） 2017年11月06日 16時52分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ユシロ化学工業株式会社(5013) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

5

(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

支払手形及び買掛金 3,464 4,009

短期借入金 1,703 1,725

リース債務 21 19

未払金 830 714

未払消費税等 48 48

未払法人税等 374 177

賞与引当金 505 431

役員賞与引当金 33 20

その他 862 908

流動負債合計 7,843 8,054

固定負債

長期借入金 660 621

リース債務 81 73

繰延税金負債 667 963

役員退職慰労引当金 151 84

厚生年金基金解散損失引当金 294 294

退職給付に係る負債 1,293 1,278

長期預り保証金 167 169

資産除去債務 16 16

その他 65 56

固定負債合計 3,397 3,558

負債合計 11,241 11,612

純資産の部

株主資本

資本金 4,249 4,249

資本剰余金 4,046 4,046

利益剰余金 20,544 21,431

自己株式 △426 △426

株主資本合計 28,413 29,300

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,594 2,275

為替換算調整勘定 △2,417 △2,546

退職給付に係る調整累計額 △44 △32

その他の包括利益累計額合計 △867 △302

非支配株主持分 1,772 1,856

純資産合計 29,318 30,853

負債純資産合計 40,560 42,466
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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 14,614 15,270

売上原価 9,842 10,357

売上総利益 4,772 4,912

販売費及び一般管理費 3,531 3,623

営業利益 1,241 1,288

営業外収益

受取利息 56 47

受取配当金 31 35

為替差益 ― 25

持分法による投資利益 291 231

その他 38 40

営業外収益合計 417 380

営業外費用

支払利息 16 13

為替差損 192 ―

その他 23 10

営業外費用合計 233 24

経常利益 1,425 1,645

特別利益

投資有価証券売却益 36 ―

特別利益合計 36 ―

特別損失

固定資産除売却損 33 ―

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 294 ―

特別損失合計 327 ―

税金等調整前四半期純利益 1,134 1,645

法人税等 232 301

四半期純利益 902 1,343

非支配株主に帰属する四半期純利益 170 116

親会社株主に帰属する四半期純利益 731 1,226
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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 902 1,343

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 141 681

為替換算調整勘定 △1,494 △195

退職給付に係る調整額 15 11

持分法適用会社に対する持分相当額 △815 34

その他の包括利益合計 △2,153 531

四半期包括利益 △1,250 1,875

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,100 1,791

非支配株主に係る四半期包括利益 △150 83
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,134 1,645

減価償却費 372 348

のれん償却額 5 4

持分法による投資損益（△は益） △291 △231

有形固定資産売却損益（△は益） 32 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △90 △74

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14 △12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1 1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 △66

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減
少）

294 ―

受取利息及び受取配当金 △87 △82

支払利息 16 13

売上債権の増減額（△は増加） △150 △275

たな卸資産の増減額（△は増加） △64 △266

仕入債務の増減額（△は減少） 133 541

その他 75 33

小計 1,405 1,578

利息及び配当金の受取額 96 97

利息の支払額 △18 △16

法人税等の支払額 △360 △527

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,123 1,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △88 △47

定期預金の払戻による収入 84 93

投資有価証券の取得による支出 △104 △4

投資有価証券の売却による収入 69 ―

有形固定資産の取得による支出 △202 △581

有形固定資産の売却による収入 25 6

無形固定資産の取得による支出 △21 △27

その他 49 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △187 △583

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） △115 △1

長期借入れによる収入 51 101

長期借入金の返済による支出 △115 △116

配当金の支払額 △346 △339

非支配株主への配当金の支払額 △243 △248

自己株式の取得による支出 △375 △0

リース債務の返済による支出 △10 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,154 △616

現金及び現金同等物に係る換算差額 △584 △41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △803 △110

現金及び現金同等物の期首残高 6,780 8,034

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 255 ―

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,232 7,924
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（４）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。

（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２四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を採用

しております。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。
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（セグメント情報等）

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）

　 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
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額日本

南北
アメリカ

中国
東南アジア
／インド

合計

売上高

　外部顧客への売上高 7,992 2,620 2,033 1,967 14,614 ― 14,614

　セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

439 0 17 13 471 △471 ―

計 8,432 2,621 2,050 1,981 15,085 △471 14,614

セグメント利益 373 262 305 282 1,223 17 1,241

(注) １ 各地域セグメントに属する国

日 本 ： 日本

南 北 ア メ リ カ ： アメリカ、ブラジル、メキシコ

中 国 ： 中国

東南アジア／インド ： タイ、マレーシア、インド、インドネシア

２ セグメント利益（営業利益）の調整額17百万円のうち主なものは、内部損益取引の調整額が13百万円、未実

現損益の消去が９百万円、のれん償却が△５百万円であります。

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）

　 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
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額日本

南北
アメリカ

中国
東南アジア
／インド

合計

売上高

　外部顧客への売上高 8,294 2,854 1,965 2,155 15,270 ― 15,270

　セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

529 2 17 33 584 △584 ―

計 8,824 2,857 1,983 2,189 15,854 △584 15,270

セグメント利益 515 284 175 314 1,290 △1 1,288

(注) １ 各地域セグメントに属する国

日 本 ： 日本

南 北 ア メ リ カ ： アメリカ、ブラジル、メキシコ

中 国 ： 中国

東南アジア／インド ： タイ、マレーシア、インド、インドネシア

２ セグメント利益（営業利益）の調整額△１百万円のうち主なものは、内部損益取引の調整額が８百万円、未

実現損益の消去が△４百万円、のれん償却が△４百万円であります。
　

決算短信（宝印刷） 2017年11月06日 16時52分 10ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）


