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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 8,423 7.9 1,304 1.2 2,084 39.9 1,458 38.0

30年3月期第1四半期 7,808 △2.1 1,289 7.8 1,490 ― 1,057 ―

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　1,459百万円 （20.0％） 30年3月期第1四半期　　1,215百万円 （―％）

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 450.80 ―

30年3月期第1四半期 326.56 ―

(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 60,043 50,165 83.3

30年3月期 59,850 49,677 82.7

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 50,021百万円 30年3月期 49,523百万円

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 ― 0.00 ― 300.00 300.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 0.00 ― 300.00 300.00

（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、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) 16,400 4.7 2,480 △5.1 2,680 △11.3 1,840 △1.1 568.51

通期 33,000 2.8 5,000 △5.4 5,400 △7.3 3,700 △3.4 1,143.19

（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

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 ： 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） 31年3月期1Q 4,512,651 株 30年3月期 4,512,651 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 1,276,340 株 30年3月期 1,276,340 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 3,236,311 株 30年3月期1Q 3,236,850 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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料
３ページ「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１四半期連結累計期間における世界経済は、中国や欧州の景気減速懸念がある中、欧米の政治的混乱、米中

貿易摩擦の本格化、原油価格の一段の上昇等が生じ、世界経済減速のリスクを内包しております。

　わが国の経済は、ＧＤＰの伸びが前四半期のマイナスからプラスに転じる見込みで、雇用や所得面での改善は続

いていますが、個人消費の上昇には繋がっておらず、力強い回復にはいたっておりません。

　当社グループの重要な販売分野である繊維工業関連におきましては、国内では生産拠点が海外に移転し、また国

内大手顧客の不採算製品の生産中止及び体力強化のための事業構造改革の影響による販売量の減少などもあり、依

然として厳しい状態が続いております。一方、海外の繊維工業関連におきましては、長年に亘り生産拡大路線を続

けてきた中国繊維産業の設備投資に陰りが見え始めています。また、前連結会計年度に一部地域で発生していた工

場の環境対策工事による操業停止や生産調整はほぼ終了いたしましたが、各業界内での企業淘汰の兆しが見え始め

ています。

　非繊維工業分野におきましては、国内自動車関連では新車販売が前年同四半期比で減少し、建築関連も建築資材

の生産がやや低調となっております。海外自動車関連では、米国及び中国が好調を維持し、台頭するインド市場は

今後も成長が見込まれます。

　このような状況下、当社グループでは高品質で価格競争力のある製品の開発を行うとともに、市場ニーズに合致

した製品の早期開発に注力してまいりました。また、国内においては、顧客の生産拠点の海外移転への対応を柔軟

に行い、海外においては、主力の中国市場以外での拡販にも注力いたしました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高8,423百万円（前年同四半期比

7.9％増）、営業利益1,304百万円（前年同四半期比1.2％増）、経常利益2,084百万円（前年同四半期比39.9％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益1,458百万円（前年同四半期比38.0％増）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 日本

　日本における当第１四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は8,230百万円（前年同四半期比8.2％増）、

セグメント利益（営業利益）は1,297百万円（前年同四半期比1.7％増）となりました。

　陰イオン界面活性剤の分野におきましては、国内繊維メーカー各社が縮小傾向の中、これまで堅調に生産を伸

ばしていた不織布分野が停滞気味となっております。海外向けでは、化合繊油剤、工業用活性剤の販売が不振と

なり、外部顧客に対する売上高は800百万円（前年同四半期比4.3％減）となりました。

　非イオン界面活性剤の分野におきましては、国内では、アパレル業界における差別化商品の生産量アップの影

響で売上が回復しましたが、産業資材分野におきましては顧客による生産調整の影響で低迷しました。非繊維工

業分野では自動車ケミカル製品、トイレタリー分野が堅調で、前年同四半期を上回る販売となりました。海外向

けでは産業用繊維分野、高機能繊維分野において大きく販売数量を伸ばしました。その結果、外部顧客に対する

売上高は4,857百万円（前年同四半期比10.3％増）となりました。

　陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、国内の繊維工業関連加工剤の販売は前年同四半期並みに推

移しましたが、非繊維工業分野では両性イオン界面活性剤の不採算製品を販売中止としたために販売が減少しま

した。しかしながら、海外向けの化合繊油剤が好調であったため、外部顧客に対する売上高は267百万円（前年同

四半期比21.1％増）となりました。

　高分子・無機製品等の分野におきましては、繊維工業関連では、衣料の国内生産が低迷し、前年同四半期を下

回る結果となりました。非繊維工業関連では、建築関連は全般的に低調となりましたが、自動車関連をはじめと

する海外需要の取り込みにより前年同四半期を上回る販売となりました。設備投資関連資材は、好調な半導体市

場の影響で前年同四半期を上回る販売となりました。その結果、外部顧客に対する売上高は2,305百万円（前年同

四半期比7.4％増）となりました。

② インドネシア

　インドネシアにおける当第１四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は192百万円（前年同四半期比3.7

％減）、セグメント利益（営業利益）は8百万円（前年同四半期比50.0％減）となりました。
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　非イオン界面活性剤の分野におきましては、ポリエステル糸用紡糸・加工油剤が順調に推移しましたが、中東

向けが低調となり、経糸油剤やナイロン糸の紡糸油剤も低調となりました。その結果、外部顧客に対する売上高

は95百万円（前年同四半期比6.3％減）となりました。

　高分子・無機製品等の分野におきましては、アクリル糊剤が前連結会計年度後半以降、安定した販売を続けて

いますが、原材料価格の高騰分の影響により利益率が減少しております。その結果、外部顧客に対する売上高は

93百万円（前年同四半期比0.9％減）となりました。

　陰イオン界面活性剤及び陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、販売数量、販売金額ともに大きな

進展は見られませんでした。外部顧客に対する売上高はそれぞれ1百万円（前年同四半期比6.0％増）及び2百万円

（前年同四半期比9.1％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

(資産)

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）比193百万円（0.3％）

増加して、60,043百万円となりました。流動資産は前期末比330百万円（0.7％）増加の46,968百万円、固定資産は

前期末比136百万円（1.0％）減少の13,074百万円となりました。

　流動資産増加の主な要因は、商品及び製品が129百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が205百万円、有価

証券が134百万円それぞれ前期末より増加したことによるものであります。

　固定資産減少の主な要因は、投資有価証券が112百万円前期末より減少したことによるものであります。

(負債)

　当第１四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比294百万円（2.9％）減少の9,877百万円となりました。流

動負債は、前期末比178百万円（2.0％）減少の8,515百万円、固定負債は前期末比116百万円（7.9％）減少の1,362

百万円となりました。

　流動負債減少の主な要因は、その他が359百万円増加したものの、未払法人税等が325百万円、賞与引当金が229百

万円前期末よりそれぞれ減少したことによるものであります。

　固定負債減少の主な要因は、繰延税金負債が183百万円増加したものの、厚生年金基金解散損失引当金が288百万

円減少したことによるものであります。

(純資産)

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前期末比488百万円（1.0％）増加して50,165百万円となりまし

た。純資産増加の主な要因は、利益剰余金が488百万円前期末より増加したことによるものであります。

　この結果自己資本比率は、前期末の82.7％から83.3％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31年３月期の業績予想につきましては、現時点において平成30年５月11日に公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 30,081 30,135

受取手形及び売掛金 8,840 9,046

有価証券 3,085 3,220

商品及び製品 2,034 1,905

仕掛品 429 441

原材料及び貯蔵品 1,159 1,134

未収還付法人税等 0 0

その他 1,008 1,086

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 46,638 46,968

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,098 7,126

減価償却累計額 △5,121 △5,135

建物及び構築物（純額） 1,977 1,991

機械装置及び運搬具 12,001 11,993

減価償却累計額 △10,092 △10,153

機械装置及び運搬具（純額） 1,909 1,840

土地 530 529

建設仮勘定 56 78

その他 1,443 1,422

減価償却累計額 △1,312 △1,296

その他（純額） 131 125

有形固定資産合計 4,604 4,565

無形固定資産

その他 25 24

無形固定資産合計 25 24

投資その他の資産

投資有価証券 7,559 7,447

その他 1,029 1,045

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 8,581 8,484

固定資産合計 13,211 13,074

資産合計 59,850 60,043
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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

買掛金 6,493 6,510

未払法人税等 791 466

賞与引当金 295 65

その他 1,113 1,472

流動負債合計 8,693 8,515

固定負債

退職給付に係る負債 922 915

厚生年金基金解散損失引当金 288 -

資産除去債務 106 107

繰延税金負債 90 274

その他 71 65

固定負債合計 1,478 1,362

負債合計 10,172 9,877

純資産の部

株主資本

資本金 6,090 6,090

資本剰余金 6,519 6,519

利益剰余金 42,747 43,235

自己株式 △7,317 △7,317

株主資本合計 48,038 48,526

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,639 1,645

為替換算調整勘定 △115 △149

退職給付に係る調整累計額 △38 △0

その他の包括利益累計額合計 1,485 1,494

非支配株主持分 153 144

純資産合計 49,677 50,165

負債純資産合計 59,850 60,043
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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 7,808 8,423

売上原価 5,518 6,099

売上総利益 2,289 2,324

販売費及び一般管理費 1,000 1,019

営業利益 1,289 1,304

営業外収益

受取利息 15 51

受取配当金 36 40

持分法による投資利益 46 -

為替差益 77 668

その他 30 28

営業外収益合計 205 789

営業外費用

支払利息 0 0

投資事業組合運用損 - 2

支払手数料 - 1

持分法による投資損失 - 4

その他 4 0

営業外費用合計 4 9

経常利益 1,490 2,084

特別利益

厚生年金基金解散損失引当金戻入額 - 19

特別利益合計 - 19

特別損失

固定資産除却損 1 20

特別損失合計 1 20

税金等調整前四半期純利益 1,488 2,083

法人税、住民税及び事業税 315 441

法人税等調整額 111 180

法人税等合計 427 622

四半期純利益 1,061 1,460

非支配株主に帰属する四半期純利益 4 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,057 1,458
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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 1,061 1,460

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 142 5

為替換算調整勘定 △15 △31

退職給付に係る調整額 6 0

持分法適用会社に対する持分相当額 21 23

その他の包括利益合計 154 △1

四半期包括利益 1,215 1,459

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,217 1,468

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △9
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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。

（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)

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

日本 インドネシア

売上高

外部顧客への売上高 7,608 200 7,808

セグメント間の内部売上高
又は振替高

88 11 99

計 7,696 211 7,907

セグメント利益 1,276 16 1,292

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)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,292

棚卸資産の調整額 △3

四半期連結損益計算書の営業利益 1,289

　

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)

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

日本 インドネシア

売上高

外部顧客への売上高 8,230 192 8,423

セグメント間の内部売上高
又は振替高

60 3 64

計 8,291 196 8,487

セグメント利益 1,297 8 1,306

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)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,306

棚卸資産の調整額 △1

四半期連結損益計算書の営業利益 1,304
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