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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 204,381 7.3 24,716 15.5 28,120 18.9 19,181 16.3

30年３月期第１四半期 190,447 14.7 21,404 21.8 23,646 74.1 16,487 92.9
(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 15,608百万円( △4.2％) 30年３月期第１四半期 16,301百万円( 232.1％)
　

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 59.08 59.02

30年３月期第１四半期 50.79 50.73
　

※平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式２株を１株の割合で併合しております。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及び潜在株式調整後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 ％

31年３月期第１四半期 831,925 533,015 59.6
30年３月期 845,748 528,066 58.0

(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 496,194百万円 30年３月期 490,824百万円

※「『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）を当第１四半期連結会
計期間の期首から適用しており、平成30年３月期の連結財政状態については、当該会計基準を遡って適用した後の
数値となっております。

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 ― 12.00 ― 32.00 ―
31年３月期 ―

31年３月期(予想) 28.00 ― 28.00 56.00
(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10月１日を効力発生日として、普通株式２株を１株の割合で併合したため、平成30年３月期の１株当たり
期末配当金は、当該株式併合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。なお、
株式併合を考慮した場合の１株当たり年間配当金合計は、56円となります。

　　

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、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
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

第２四半期(累計) 420,000 7.2 51,000 △6.4 51,000 △12.5 35,000 △13.2 107.80

通期 850,000 3.3 110,000 △15.8 112,000 △15.3 76,000 △14.4 234.07
(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 ： 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) 31年３月期１Ｑ 325,080,956株 30年３月期 325,080,956株

② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 396,431株 30年３月期 394,937株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 324,685,210株 30年３月期１Ｑ 324,628,556株
　

※平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式２株を１株の割合で併合しております。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、期中平均株式数を算定しております。
　

※ 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
(将来に関する記述等についてのご注意）
連結業績予想は、本資料の発表日現在に入手可能な情報に基づいております。従いまして今後の国内外の経済情勢
や予測不可能な要素等により、実際の業績は現在予測している数値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記
業績予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法）
平成30年８月２日（木）に、四半期決算説明資料を当社ホームページに掲載いたします。
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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）のわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境

の改善を背景に個人消費の持ち直しが見受けられるなど、緩やかな景気回復基調で推移いたしました。海外経済にお

いては、米国を中心に総じて底堅く推移したものの、米中の貿易摩擦問題や欧州の政治情勢による不確実性、中東地

域における地政学的リスクの高まりなど、依然として様々な景気減速リスクが内在しており、その先行きは不透明な

状況が続いております。

このような情勢下、当社グループの連結業績は、売上高については、ナフサ等の原燃料価格の上昇に伴う石油化学

製品の価格上昇や海外製品市況の上昇により、2,043億81百万円と前年同期に比べ139億33百万円（7.3％）の増収とな

りました。営業利益については、販売価格の上昇が原燃料高の影響を上回り交易条件が改善したこと等により、247億

16百万円と前年同期に比べ33億12百万円（15.5％）の増益となりました。経常利益については、円安進行により為替

差益が増加したことにより、281億20百万円と前年同期に比べ44億74百万円（18.9％）の増益となりました。親会社株

主に帰属する四半期純利益については、191億81百万円と前年同期に比べ26億94百万円（16.3％）の増益となりまし

た。

セグメント別の業績は次のとおりです。

石 油 化 学 事 業

エチレン、プロピレン等のオレフィン製品は、定修年による生産量の減少に伴い出荷が減少しましたが、ナフサ価

格等の上昇を反映して製品価格は上昇いたしました。

ポリエチレン樹脂は、国内出荷が減少しましたが、製品価格はナフサ価格の上昇を反映して上昇いたしました。ク

ロロプレンゴムは、生産量の減少に伴い出荷が減少しましたが、海外需要が堅調なことから輸出価格は上昇いたしま

した。

この結果、売上高は前年同期に比べ29億62百万円（6.4％）減少し431億89百万円となり、営業利益は前年同期に比

べ13億25百万円（30.9％）減少し29億69百万円となりました。

ク ロ ル ・ ア ル カ リ 事 業

苛性ソーダは、国内外とも出荷が堅調に推移いたしました。また、国内価格の是正及び海外市況の上昇により製品

価格は上昇いたしました。塩化ビニルモノマーは、出荷が増加し、国内価格の是正及び海外市況の上昇により製品価

格は上昇いたしました。塩化ビニル樹脂は、国内価格の是正により製品価格は上昇いたしました。

セメントは、国内出荷は堅調に推移しましたが、輸出は減少いたしました。

ジフェニルメタンジイソシアネート（ＭＤＩ）は、出荷は減少しましたが、輸出価格は海外市況を反映して上昇い

たしました。

この結果、売上高は前年同期に比べ85億59百万円（11.3％）増加し840億７百万円となり、営業利益は交易条件の改

善により、前年同期に比べ32億87百万円（39.8％）増加し115億48百万円となりました。

機 能 商 品 事 業

エチレンアミンは、米国・アジア向けの出荷が増加いたしました。

計測関連商品は、欧州向けを中心に液体クロマトグラフィー用充填剤の出荷が減少いたしました。診断関連商品は、

欧米向けで体外診断用医薬品の出荷が減少いたしました。

ハイシリカゼオライトは、自動車排ガス触媒用途を中心に輸出が増加いたしました。ジルコニアは、装飾品用途で

の出荷が増加いたしました。石英ガラスは半導体製造装置向けの出荷が増加いたしました。

この結果、売上高は前年同期に比べ38億15百万円（8.6％）増加し483億６百万円となり、営業利益は前年同期に比

べ90百万円（1.0％）増加し92億84百万円となりました。
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エ ン ジ ニ ア リ ン グ 事 業

水処理事業においては、電子産業分野及び一般産業分野において大型案件の工事が進捗したことに加え、メンテナ

ンス・消耗品交換等のソリューションサービスが好調に推移したことから、売上高が増加いたしました。

建設子会社の売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は前年同期に比べ34億87百万円（23.9％）増加し180億79百万円となり、営業損益は前年同期に比

べ12億85百万円改善し４億21百万円の利益となりました。

そ の 他 事 業

商社等その他事業会社の売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は前年同期に比べ10億33百万円（10.6％）増加し107億97百万円となりましたが、営業利益は前年

同期に比べ25百万円（4.9％）減少し４億93百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少等により、前期末に比べ138億23百万円減少し8,319億25百万

円となりました。

負債は、未払法人税等の減少等により、前期末に比べ187億71百万円減少し2,989億10百万円となりました。

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により、前期末に比べ49億48百万円増加し5,330億15百万円

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

　

第２四半期連結累計期間及び通期ともに、平成30年５月９日に発表した平成31年３月期の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 106,554 87,199

受取手形及び売掛金 219,676 215,245

商品及び製品 91,724 88,205

仕掛品 8,842 12,032

原材料及び貯蔵品 41,215 40,012

その他 24,211 29,912

貸倒引当金 △632 △622

流動資産合計 491,591 471,984

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 72,438 71,910

土地 72,545 72,144

その他（純額） 98,463 106,449

有形固定資産合計 243,446 250,504

無形固定資産 4,366 4,539

投資その他の資産

投資有価証券 62,380 61,655

退職給付に係る資産 23,480 23,723

その他 20,956 20,008

貸倒引当金 △474 △490

投資その他の資産合計 106,343 104,897

固定資産合計 354,157 359,941

資産合計 845,748 831,925
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(単位：百万円)

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 104,069 103,700

短期借入金 69,545 69,776

未払法人税等 27,347 8,693

引当金 12,479 6,217

その他 41,104 50,261

流動負債合計 254,545 238,649

固定負債

長期借入金 38,295 35,764

引当金 1,441 1,308

退職給付に係る負債 19,619 19,620

その他 3,780 3,568

固定負債合計 63,136 60,260

負債合計 317,682 298,910

純資産の部

株主資本

資本金 55,173 55,173

資本剰余金 44,890 44,890

利益剰余金 372,085 380,863

自己株式 △370 △373

株主資本合計 471,778 480,553

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 16,754 16,231

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △1,752 △4,659

退職給付に係る調整累計額 4,043 4,069

その他の包括利益累計額合計 19,045 15,641

新株予約権 282 282

非支配株主持分 36,960 36,537

純資産合計 528,066 533,015

負債純資産合計 845,748 831,925
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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：百万円)
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 190,447 204,381

売上原価 142,241 151,313

売上総利益 48,206 53,067

販売費及び一般管理費 26,802 28,350

営業利益 21,404 24,716

営業外収益

受取利息 35 62

受取配当金 1,084 1,311

為替差益 424 1,743

持分法による投資利益 455 325

その他 608 672

営業外収益合計 2,608 4,115

営業外費用

支払利息 253 297

その他 112 413

営業外費用合計 366 711

経常利益 23,646 28,120

特別利益

固定資産売却益 15 320

投資有価証券売却益 - 0

特別利益合計 15 320

特別損失

固定資産売却損 - 10

固定資産除却損 231 712

投資有価証券評価損 2 2

減損損失 3 -

特別損失合計 237 725

税金等調整前四半期純利益 23,423 27,716

法人税等 7,418 8,430

四半期純利益 16,004 19,285

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△482 103

親会社株主に帰属する四半期純利益 16,487 19,181
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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：百万円)
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 16,004 19,285

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,554 △492

繰延ヘッジ損益 5 △1

為替換算調整勘定 △1,475 △3,107

退職給付に係る調整額 208 46

持分法適用会社に対する持分相当額 3 △122

その他の包括利益合計 296 △3,677

四半期包括利益 16,301 15,608

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 16,807 15,777

非支配株主に係る四半期包括利益 △506 △169
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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）

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しております。但

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる会社については、法定実効

税率を使用して計算した結果を計上しております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めております。

（追加情報）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（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。

決算短信（宝印刷） 2018年07月30日 13時05分 10ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



東ソー株式会社(4042) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

－9－

（セグメント情報等）

Ⅰ 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)

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
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

石油化学
クロル・
アルカリ

機能商品
エンジニ
アリング

売上高

外部顧客に対する
46,152 75,447 44,491 14,592 9,764 190,447 ― 190,447

売上高

セグメント間の内部
18,235 6,642 2,926 2,891 12,337 43,033 △43,033 ―

売上高又は振替高

計 64,387 82,090 47,417 17,483 22,101 233,481 △43,033 190,447

セグメント利益又は損

失（△）
4,295 8,260 9,193 △863 518 21,404 ― 21,404

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送・倉庫、検査・分析、情報処

理事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 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)

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
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

石油化学
クロル・
アルカリ

機能商品
エンジニ
アリング

売上高

外部顧客に対する
43,189 84,007 48,306 18,079 10,797 204,381 ― 204,381

売上高

セグメント間の内部
20,922 6,753 3,082 3,883 12,933 47,575 △47,575 ―

売上高又は振替高

計 64,111 90,761 51,389 21,963 23,731 251,956 △47,575 204,381

セグメント利益 2,969 11,548 9,284 421 493 24,716 ― 24,716

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送・倉庫、検査・分析、情報処

理事業等を含んでおります。

２ 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。
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３．補足情報

２０１８年度第１四半期連結決算概要
平成３０年８月１日

（１）業績
(単位：億円）

（注）平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式２株を１株の割合で併合しております。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

　　　（当期）純利益を算定しております。

（２）指標

（３）事業セグメント別増減内訳
(単位：億円）

（注）億円未満は四捨五入

△ ９ 

９２ 

４３ 

８４０ 

１１５ 

2017年度 2018年度

第1四半期

４３２ 

第1四半期

１４６ １８１ 

７５４ 

４４５ 

８３ 

４８３ 

△ ６６ 

３８ 

８６ 

△ ３０ 

１０８ 

５ 

１３ 

３０ 

４ 

９３ 

８１ 

-

△ １３ △ １３ 

３５ 

１ 

３５ 

２６ ３３ 

１５ 

-１４ 

０ 

１３９ １，９０４ 

２１４ 

０ 

３３ ２４７ 

０ 

１２６ 

-

３ 

１２９．６６  

６ -５ 

-

-

９，９００  

固定費差他

増　　　減

数量差

４１，９２５  

交易条件

３６ 

２０１８年度(予想)

１０５．００  

-

７．７７  １３０．００  

４７，０００  

価格差

-

増  減  要  因

59円08銭

第1四半期

△ １．９９  １１０．８５  

8円29銭 273円49銭  

2018年度
２０１７年度増　　　減

２７  

２４７  

８，２２９  

１９２  ８８８  

３３  

１，３２３  ４５  

２，０４４  １３９  

親 会 社 株主 に帰 属す る四 半期
（ 当 期 ） 純 利 益

１株当たり四半期 (当期 )純利益 50円79銭

2017年度

第1四半期

１６５  

２３６  

売 上 高 １，９０４  

2018年度
増　　　減

２８１  

営 業 利 益 ２１４  

第1四半期

経 常 利 益

東ソー株式会社

１，１００  

１，１２０  

８，５００  

２０１７年度

１，３０６  

234円07銭

２０１８年度(予想)

７６０  

クロル・アルカリ

１１１．０９  

2017年度

４９，０００  

為替[TTM期中平均](円/EUR)

国産ナフサ価格(円/KL)

第1四半期

為替[TTM期中平均](円/＄) １０９．１０  

１３０．０３  

機能商品

３９，１００  

１２２．２６  

石油化学

営業利益

売上高

営業利益

合　計

エンジニアリング

その他
営業利益

売上高

営業利益

売上高

４２ 

売上高

４６２ 

売上高

１０ ９８ 

１３ 

５ ５ 

２，０４４ 

△ ４ 

△ ３ 

-

営業利益

売上高

営業利益

-

-

１ 

１７ 

-

０ 

-

-

３４ 

３ 

２２ 

-

△ １１ 

-

-

△ １５ 

０ 

０ 

-

△ ２３ 
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