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(百万円未満四捨五入)

１．2019年３月期第１四半期の連結業績（2018年４月１日～2018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)

売上収益 コア営業利益 営業利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する

四半期利益

四半期包括
利益合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年３月期第１四半期 548,943 8.1 48,202 △9.9 44,096 △33.4 41,133 △21.5 30,011 △11.3 45,024 △10.0

2018年３月期第１四半期 507,912 － 53,505 － 66,204 － 52,376 － 33,829 － 50,002 －

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2019年３月期第１四半期 18.35 18.32

2018年３月期第１四半期 20.69 20.65
(参考) 持分法による投資損益 2019年３月期第１四半期 13,394百万円 2018年３月期第１四半期 7,468百万円

税引前四半期利益 2019年３月期第１四半期 51,703百万円 2018年３月期第１四半期 66,752百万円

※コア営業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を控除した損益であり、経常的な収益力を表す損益概念です。

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2019年３月期第１四半期 3,156,525 1,265,900 936,779 29.7

2018年３月期 3,068,685 1,252,214 927,141 30.2

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

2018年３月期 － 10.00 － 12.00 22.00

2019年３月期 －

2019年３月期(予想) 11.00 － 11.00 22.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．2019年３月期の連結業績予想（2018年４月１日～2019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)

売上収益 コア営業利益 営業利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 1,160,000 － 90,000 － 80,000 － 55,000 － 33.64

通期 2,490,000 13.7 240,000 △8.6 205,000 △18.3 130,000 △2.8 79.51

(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 ： 有

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1 社（社名） 旭友電子材料科技（無錫）有限公司 、除外 － 社（社名）

（注）2018年６月に旭友電子材料科技（無錫）有限公司の持分を追加取得したことに伴い、従来持分法適用の範囲に含めていた旭友電子材

料科技（無錫）有限公司を当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 有

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

（注）詳細は【添付資料】P.11「２.要約四半期連結財務諸表及び主な注記（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変

更）」をご覧ください。

（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) 2019年３月期１Ｑ 1,655,446,177株 2018年３月期 1,655,446,177株

② 期末自己株式数 2019年３月期１Ｑ 20,407,603株 2018年３月期 20,390,153株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2019年３月期１Ｑ 1,635,045,784株 2018年３月期１Ｑ 1,635,140,697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

（IFRSの適用）

当社の連結業績は、前連結会計年度の期末決算よりIFRSを適用しております。そのため、前第1四半期連結累計期間の数値につきましても

IFRSに準拠して開示しております。

（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および合理的であると判断する一定の前提に

基づいており、潜在的なリスクや不確定な要因を含んでいます。実際の業績等に重大な影響を与えうる主な要因としては、当社グループ

の事業領域を取り巻く経済情勢、製品市場における需要動向、競争激化による販売価格の下落、原料品の価格の上昇、為替相場の変動が

あります。但し、業績に変動を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。
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２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

資産

　流動資産

現金及び現金同等物 231,929 235,000

営業債権及びその他の債権 530,571 524,927

その他の金融資産 6,720 5,035

棚卸資産 446,801 466,913

その他の流動資産 38,797 63,485

流動資産合計 1,254,818 1,295,360

　非流動資産

有形固定資産 675,745 704,772

のれん 122,849 126,572

無形資産 232,629 239,133

持分法で会計処理されている
　 投資

294,370 288,023

その他の金融資産 316,888 334,444

退職給付に係る資産 67,693 67,187

繰延税金資産 62,146 61,634

その他の非流動資産 41,547 39,400

非流動資産合計 1,813,867 1,861,165

　資産合計 3,068,685 3,156,525
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

負債及び資本

　負債

流動負債

社債及び借入金 289,190 369,938

営業債務及びその他の債務 486,832 458,152

その他の金融負債 52,244 62,983

未払法人所得税等 28,078 15,888

引当金 94,796 97,337

その他の流動負債 77,810 66,784

流動負債合計 1,028,950 1,071,082

非流動負債

社債及び借入金 552,971 567,911

その他の金融負債 96,655 101,870

退職給付に係る負債 39,871 40,612

引当金 24,620 24,763

繰延税金負債 58,404 61,612

その他の非流動負債 15,000 22,775

非流動負債合計 787,521 819,543

負債合計 1,816,471 1,890,625

　資本

資本金 89,699 89,699

資本剰余金 21,688 20,891

利益剰余金 738,882 748,922

自己株式 △8,296 △8,307

その他の資本の構成要素 85,168 85,574

親会社の所有者に帰属する持分
　 合計

927,141 936,779

非支配持分 325,073 329,121

資本合計 1,252,214 1,265,900

　負債及び資本合計 3,068,685 3,156,525
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

売上収益 507,912 548,943

　売上原価 △328,252 △371,452

売上総利益 179,660 177,491

　販売費及び一般管理費 △127,327 △146,714

　その他の営業収益 8,664 2,103

　その他の営業費用 △2,261 △2,178

　持分法による投資利益 7,468 13,394

営業利益 66,204 44,096

　金融収益 4,811 10,271

　金融費用 △4,263 △2,664

税引前四半期利益 66,752 51,703

　法人所得税費用 △14,376 △10,570

四半期利益 52,376 41,133

四半期利益の帰属

　親会社の所有者 33,829 30,011

　非支配持分 18,547 11,122

　四半期利益 52,376 41,133

１株当たり四半期利益

　基本的１株当たり四半期利益(円) 20.69 18.35

　希薄化後１株当たり四半期利益(円) 20.65 18.32
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要約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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

四半期利益 52,376 41,133

その他の包括利益

　純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する資本性金融資産

2,516 3,784

確定給付制度の再測定 △10 △227

持分法適用会社における
その他の包括利益に対する持分

△542 1,565

純損益に振り替えられることのない
項目合計

1,964 5,122

　純損益に振り替えられる可能性のある項目

キャッシュ・フロー・ヘッジ 717 △487

在外営業活動体の換算差額 △1,578 6,791

持分法適用会社における
その他の包括利益に対する持分

△3,477 △7,535

純損益に振り替えられる可能性のある
項目合計

△4,338 △1,231

　税引後その他の包括利益 △2,374 3,891

四半期包括利益 50,002 45,024

四半期包括利益の帰属

　親会社の所有者 30,317 30,072

　非支配持分 19,685 14,952

　四半期包括利益 50,002 45,024
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第１四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017年６月30日)

(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

その他の資本の構成要素

その他の
包括利益を
通じて

公正価値で
測定する
金融資産

確定給付
制度の
再測定

2017年４月１日 89,699 22,105 623,508 △8,228 92,984 －

会計方針の変更による
影響額 － － － － － －

2017年４月１日調整後残高 89,699 22,105 623,508 △8,228 92,984 －

四半期利益 － － 33,829 － － －

その他の包括利益 － － － － 1,150 △54

四半期包括利益合計 － － 33,829 － 1,150 △54

自己株式の取得 － － － △12 － －

配当金 － － △11,446 － － －

非支配持分との取引 － △124 － － － －

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 － － 2,218 － △2,272 54

その他の増減額 － － 184 － 21 －

所有者との取引額等合計 － △124 △9,044 △12 △2,251 54

2017年６月30日 89,699 21,981 648,293 △8,240 91,883 －

親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分

資本
合計

その他の資本の構成要素 親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

キャッシュ
・フロー・
ヘッジ

在外営業
活動体の
換算差額

合計

2017年４月１日 △4,924 △2,532 85,528 812,612 303,291 1,115,903

会計方針の変更による
影響額 － － － － － －

2017年４月１日調整後残高 △4,924 △2,532 85,528 812,612 303,291 1,115,903

四半期利益 － － － 33,829 18,547 52,376

その他の包括利益 638 △5,246 △3,512 △3,512 1,138 △2,374

四半期包括利益合計 638 △5,246 △3,512 30,317 19,685 50,002

自己株式の取得 － － － △12 － △12

配当金 － － － △11,446 △6,564 △18,010

非支配持分との取引 － － － △124 △806 △930

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 － － △2,218 － － －

その他の増減額 － － 21 205 － 205

所有者との取引額等合計 － － △2,197 △11,377 △7,370 △18,747

2017年６月30日 △4,286 △7,778 79,819 831,552 315,606 1,147,158
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当第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)

(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

その他の資本の構成要素

その他の
包括利益を
通じて

公正価値で
測定する
金融資産

確定給付
制度の
再測定

2018年４月１日 89,699 21,688 738,882 △8,296 104,034 －

会計方針の変更による
影響額 － － 60 － － －

2018年４月１日調整後残高 89,699 21,688 738,942 △8,296 104,034 －

四半期利益 － － 30,011 － － －

その他の包括利益 － － － － 5,343 △121

四半期包括利益合計 － － 30,011 － 5,343 △121

自己株式の取得 － － － △11 － －

配当金 － － △19,621 － － －

非支配持分との取引 － △797 － － － －

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 － － △235 － 114 121

その他の増減額 － － △175 － 110 －

所有者との取引額等合計 － △797 △20,031 △11 224 121

2018年６月30日 89,699 20,891 748,922 △8,307 109,601 －

親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分

資本
合計

その他の資本の構成要素 親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

キャッシュ
・フロー・
ヘッジ

在外営業
活動体の
換算差額

合計

2018年４月１日 △2,852 △16,014 85,168 927,141 325,073 1,252,214

会計方針の変更による
影響額 － － － 60 169 229

2018年４月１日調整後残高 △2,852 △16,014 85,168 927,201 325,242 1,252,443

四半期利益 － － － 30,011 11,122 41,133

その他の包括利益 △351 △4,810 61 61 3,830 3,891

四半期包括利益合計 △351 △4,810 61 30,072 14,952 45,024

自己株式の取得 － － － △11 － △11

配当金 － － － △19,621 △11,369 △30,990

非支配持分との取引 － － － △797 △369 △1,166

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 － － 235 － － －

その他の増減額 － － 110 △65 665 600

所有者との取引額等合計 － － 345 △20,494 △11,073 △31,567

2018年６月30日 △3,203 △20,824 85,574 936,779 329,121 1,265,900
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前四半期利益 66,752 51,703

　減価償却費及び償却費 26,579 25,410

　持分法による投資損益(△は益) △7,468 △13,394

　受取利息及び受取配当金 △2,852 △3,382

　支払利息 2,785 2,445

　事業構造改善費用 538 585

　条件付対価に係る公正価値変動 △7,073 2,494

　固定資産売却損益(△は益) △6,371 △6

　営業債権の増減額(△は増加) 7,134 1,363

　棚卸資産の増減額(△は増加) △21,015 △12,682

　営業債務の増減額(△は減少) 917 △45,039

　引当金の増減額（△は減少） 7,196 △387

　その他 △18,987 △7,354

小計 48,135 1,756

　利息及び配当金の受取額 5,083 14,435

　利息の支払額 △3,207 △2,953

　法人所得税の支払額 △19,455 △29,757

　事業構造改善費用の支払額 △1,103 △634

　営業活動によるキャッシュ・フロー 29,453 △17,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

　固定資産の取得による支出 △21,630 △34,177

　固定資産の売却による収入 6,531 397

　子会社の取得による収支(△は支出) － △3,348

　投資の取得による支出 △6,450 △5,653

　投資の売却及び償還による収入 3,699 7

　その他 320 1,048

　投資活動によるキャッシュ・フロー △17,530 △41,726

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) 611 46,048

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

32,000 66,000

長期借入れによる収入 1,980 16,713

長期借入金の返済による支出 △4,531 △26,636

社債の発行による収入 － 49,725

社債の償還による支出 － △60,000

リース債務の返済による支出 △810 △844

　配当金の支払額 △11,446 △19,621

　非支配持分への配当金の支払額 △6,389 △11,271

　非支配持分からの子会社持分取得による支出 △1,380 △1,701

　その他 △57 138

　財務活動によるキャッシュ・フロー 9,978 58,551

現金及び現金同等物に係る換算差額 △804 3,399

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 21,097 3,071

現金及び現金同等物の期首残高 193,295 231,929

現金及び現金同等物の四半期末残高 214,392 235,000
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