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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第１四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30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 ％

31年３月期第１四半期 15,979 11.5 290 △3.3 302 4.2 193 1.4

30年３月期第１四半期 14,326 15.1 300 111.2 289 155.3 191 202.5
(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 63百万円(△74.8％) 30年３月期第１四半期 252百万円( －％)
　

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

31年３月期第１四半期 22.68 －

30年３月期第１四半期 22.36 －
　

（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 ％

31年３月期第１四半期 28,788 10,223 35.5

30年３月期 28,087 10,262 36.5
(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 10,223百万円 30年３月期 10,262百万円
　

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

30年３月期 － 9.00 － 12.00 21.00

31年３月期 －

31年３月期(予想) 10.00 － 11.00 21.00
(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31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31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 62,000 3.2 1,100 △8.4 1,050 △7.7 700 △5.4 81.89
(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)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

（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
　

(注)詳細は、添付資料Ｐ．８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（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) 31年３月期１Ｑ 8,550,000株 30年３月期 8,550,000株

② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 1,721株 30年３月期 1,690株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 8,548,299株 30年３月期１Ｑ 8,548,310株
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手している情報

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。なお、業績予想に関する事項は、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30年４月１日～平成30年６月30日）におけるわが国経済は、景気は回復傾向を

持続し、継続的な設備投資の伸びと、緩やかながら輸出の増加を背景に企業収益も堅調に推移しました。一方、原

材料価格の上昇や、電子関連資機材等の生産の足踏み状態から製造業の業況判断が悪化し、今後についても引続き

の原材料価格の上昇懸念や、米国の保護主義への傾斜とそれに端を発する貿易摩擦の激化が世界貿易の減速、円高

等先行きへの警戒感となっています。

このような状況下、当社グループの当第１四半期連結累計期間は、取り扱い産業分野に関わらず継続的な底堅い

需要を取り込むことができた結果、売上高は15,979百万円（前年同期比11.5％増）、営業利益は290百万円（同3.3

％減）、経常利益は302百万円（同4.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は193百万円（同1.4％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の総資産は28,788百万円となり、前連結会計年度末と比べ701百万円増加いたしま

した。その要因は、引き続き好調な日本及び香港地域での販売動向に支えられた営業債権（電子記録債権及び売掛

金）並びに現金及び預金の増加を主とした流動資産の増加額668百万円によるものです。

また、負債は前連結会計年度末に比べ740百万円増加し、18,565百万円となりました。その要因は、主として好

調な営業動向を反映した営業資金需要増による短期借入金の増加による流動負債の増加額608百万円及び長期借入

金の増加を主とした固定負債の増加額131百万円等によるものであります。

純資産の部は為替相場の変動を反映して、為替換算調整勘定が減少した結果、前連結会計年度末より38百万円減

少し10,223百万円となり、自己資本比率は35.5％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４月25日付「平成30年３月期 決算短信」で公表いたしました業績予想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：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,981,919 3,236,583

受取手形及び売掛金 16,276,560 16,083,969

電子記録債権 2,420,955 2,852,415

商品及び製品 2,536,191 2,731,009

仕掛品 19,166 28,303

原材料及び貯蔵品 34,832 34,758

その他 535,020 506,806

貸倒引当金 △5,924 △6,129

流動資産合計 24,798,722 25,467,717

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 645,558 645,854

減価償却累計額 △504,453 △507,754

建物及び構築物（純額） 141,104 138,099

機械装置及び運搬具 193,165 195,513

減価償却累計額 △178,627 △177,447

機械装置及び運搬具（純額） 14,538 18,065

工具、器具及び備品 135,795 150,673

減価償却累計額 △105,088 △109,850

工具、器具及び備品（純額） 30,706 40,823

土地 158,915 158,915

リース資産 108,815 59,194

減価償却累計額 △89,217 △20,963

リース資産（純額） 19,597 38,231

有形固定資産合計 364,862 394,136

無形固定資産

リース資産 1,227 15,144

その他 44,361 68,220

無形固定資産合計 45,588 83,364

投資その他の資産

投資有価証券 2,529,192 2,512,291

差入保証金 110,246 108,220

破産更生債権等 4,287 4,287

繰延税金資産 21,173 14,617

その他 217,978 210,153

貸倒引当金 △4,287 △5,837

投資その他の資産合計 2,878,591 2,843,732

固定資産合計 3,289,043 3,321,233

資産合計 28,087,765 28,788,951
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,805,735 12,020,753

短期借入金 3,557,333 4,002,352

1年内返済予定の長期借入金 391,000 425,000

未払法人税等 190,047 85,114

賞与引当金 109,810 94,592

その他 350,344 385,005

流動負債合計 16,404,272 17,012,817

固定負債

長期借入金 432,000 498,000

役員退職慰労引当金 93,695 97,520

退職給付に係る負債 292,438 306,059

繰延税金負債 471,225 471,422

その他 131,956 179,874

固定負債合計 1,421,315 1,552,876

負債合計 17,825,588 18,565,693

純資産の部

株主資本

資本金 793,050 793,050

資本剰余金 723,962 723,962

利益剰余金 7,153,902 7,245,191

自己株式 △979 △1,011

株主資本合計 8,669,935 8,761,192

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,166,883 1,152,874

繰延ヘッジ損益 △5,148 1,939

為替換算調整勘定 430,506 307,250

その他の包括利益累計額合計 1,592,242 1,462,064

純資産合計 10,262,177 10,223,257

負債純資産合計 28,087,765 28,788,951
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

売上高 14,326,378 15,979,299

売上原価 13,380,318 14,972,695

売上総利益 946,059 1,006,603

販売費及び一般管理費

運賃 69,939 78,522

役員報酬 30,248 31,449

給料 192,914 206,563

賞与 11,056 9,181

賞与引当金繰入額 43,392 54,312

退職給付費用 10,714 13,866

役員退職慰労引当金繰入額 3,750 3,825

福利厚生費 42,816 50,129

旅費及び交通費 26,258 28,950

賃借料 44,409 45,108

支払手数料 29,265 29,342

租税公課 8,815 17,892

減価償却費 21,861 19,558

貸倒引当金繰入額 662 204

その他 109,836 127,531

販売費及び一般管理費合計 645,942 716,439

営業利益 300,116 290,163

営業外収益

受取利息 1,163 1,139

受取配当金 14,960 15,353

仕入割引 120 94

持分法による投資利益 － 4,573

為替差益 － 12,543

その他 3,572 10,270

営業外収益合計 19,817 43,975

営業外費用

支払利息 13,492 18,649

売上割引 3,140 3,169

持分法による投資損失 685 －

為替差損 11,365 －

手形売却損 1,126 1,997

その他 144 8,183

営業外費用合計 29,954 32,000

経常利益 289,979 302,137
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(単位：千円)
前第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)

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

特別利益

固定資産売却益 － 53

特別利益合計 － 53

特別損失

固定資産除却損 146 233

投資有価証券評価損 － 3,112

特別損失合計 146 3,345

税金等調整前四半期純利益 289,833 298,846

法人税等 96,555 104,977

四半期純利益 193,277 193,868

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,100 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 191,176 193,868
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

四半期純利益 193,277 193,868

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金（税引前） 174,126 △20,750

繰延ヘッジ損益（税引前） 6,600 10,284

為替換算調整勘定（税引前） △57,554 △110,862

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,550 △12,393

その他の包括利益に係る税効果額 △56,294 3,543

その他の包括利益合計 59,327 △130,177

四半期包括利益 252,604 63,691

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 250,504 63,691

非支配株主に係る四半期包括利益 2,100 －
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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）

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

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１四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日）

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１四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によっておりま

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。

（セグメント情報等）

当社及び連結子会社の事業は、合成樹脂関連商品の販売等並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債

の区分に表示しております。
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