




添付資料の目次 

1. 当四半期決算に関する定性的情報 ······························································ 2 

(1) 経営成績に関する説明 ········································································ 2 

(2) 財政状態に関する説明 ········································································ 3 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ······································· 3 

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 ······························································ 4 

(1) 四半期連結貸借対照表 ········································································ 4 

(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 ······························ 6 

四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 ·································································· 6 

四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 ·································································· 7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロ－計算書 ··················································· 8 

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ·················································· 10 

（継続企業の前提に関する注記） ·························································· 10 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ······························· 10 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） ···························· 10 

（追加情報） ····················································································· 10 

（セグメント情報等） ········································································· 10 

 

 

㈱有沢製作所(5208)　平成31年3月期第2四半期決算短信

－1－



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わが国経済は、企業収益や雇用環境が改善したこと等によ

り景気回復基調が継続しました。一方で米国の通商政策による貿易摩擦の動向や金融政策に対す

る懸念等により、先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のもと当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の当第２四半期

連結累計期間の売上高は、227 億 7 百万円(前年同期比 17.6％増)となりました。また、損益は営

業利益 17 億 32 百万円（前年同期比 9.2％増）、経常利益 25 億 89 百万円（前年同期比 18.8％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は 17 億 72 百万円（前年同期比 13.8％増）となりました。 

 

各セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

（電子材料） 

フレキシブルプリント配線板材料の販売が堅調に推移したこと等により、売上高は 146 億

98 百万円と前年同期に比べ 21 億 23 百万円（前年同期比 16.9％）増加しました。 

 

 （産業用構造材料） 

  水処理用圧力容器の販売が堅調に推移したこと等により、売上高は 42 億 57 百万円と前年

同期に比べ 8 億 74 百万円（前年同期比 25.8％）増加しました。 

 

 （電気絶縁材料） 

  インフラ関連向けの販売が微減となったことから、売上高は 15 億 69 百万円と前年同期に

比べ 42 百万円（前年同期比 2.6％）減少しました。 

 

 （ディスプレイ材料） 

  ３Ｄ関連材料の販売が堅調に推移したことから、売上高は 18 億 1 百万円と前年同期に比べ

4 億 61 百万円（前年同期比 34.4％）増加しました。 

 

 （その他） 

  売上高は 3 億 79 百万円と前年同期に比べ 17 百万円減少しました。 
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(2) 財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べて 8 億 59 百万円減少し、714

億 31 百万円となりました。これは主に、現金及び預金が 22 億 78 百万円減少したことによるも

のであります。負債は、前連結会計年度末に比べて 8 億 84 百万円減少し、189 億 13 百万円と

なりました。これは主に、支払手形及び買掛金が 3 億 58 百万円、短期借入金が 3 億 27 百万円

減少したことによるものであります。純資産は、前連結会計年度末に比べて 25 百万円減少し、

525 億 18 百万円となりました。これは主に、利益剰余金が 5 億 48 百万円増加し、為替換算調

整勘定が 4 億 22 百万円減少したこと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 31 年 3 月期の通期業績につきましては、平成 30 年 5 月 9 日に公表いたしました連結業

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：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成30年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 9,123,877 6,845,845 

受取手形及び売掛金 15,947,189 16,586,315 

有価証券 1,180,101 1,426,814 

商品及び製品 3,915,375 3,489,009 

仕掛品 1,898,096 1,881,585 

原材料及び貯蔵品 2,951,263 3,380,341 

その他 1,328,865 1,275,255 

貸倒引当金 △562,185 △654,583 

流動資産合計 35,782,583 34,230,583 

固定資産    

有形固定資産 11,635,655 11,914,857 

無形固定資産    

その他 418,631 393,766 

無形固定資産合計 418,631 393,766 

投資その他の資産    

投資有価証券 23,365,824 23,935,333 

その他 1,264,902 1,142,975 

貸倒引当金 △176,835 △186,047 

投資その他の資産合計 24,453,891 24,892,262 

固定資産合計 36,508,177 37,200,885 

資産合計 72,290,761 71,431,469 
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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２四半期連結会計期間 

(平成30年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 6,794,393 6,435,423 

1年内償還予定の社債 36,800 36,800 

短期借入金 4,242,472 3,915,262 

1年内返済予定の長期借入金 864,130 730,294 

未払法人税等 930,529 687,405 

賞与引当金 598,261 594,711 

役員賞与引当金 5,956 2,858 

製品保証引当金 125 42 

その他 2,509,831 2,698,804 

流動負債合計 15,982,499 15,101,602 

固定負債    

社債 164,800 146,400 

長期借入金 1,642,485 1,643,851 

退職給付に係る負債 603,556 607,301 

資産除去債務 92,837 92,304 

その他 1,312,028 1,321,916 

固定負債合計 3,815,706 3,811,773 

負債合計 19,798,206 18,913,376 

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,458,242 7,528,782 

資本剰余金 6,570,209 6,640,705 

利益剰余金 33,492,381 34,040,668 

自己株式 △4,467 △4,643 

株主資本合計 47,516,364 48,205,513 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,214,473 1,188,137 

繰延ヘッジ損益 － △7,057 

為替換算調整勘定 1,081,810 659,647 

退職給付に係る調整累計額 △176,694 △159,905 

その他の包括利益累計額合計 2,119,588 1,680,821 

新株予約権 127,640 119,733 

非支配株主持分 2,728,960 2,512,024 

純資産合計 52,492,554 52,518,093 

負債純資産合計 72,290,761 71,431,469 
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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：千円） 

 
前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９月30日) 

売上高 19,307,076 22,707,154 

売上原価 15,554,421 18,496,710 

売上総利益 3,752,655 4,210,443 

販売費及び一般管理費 2,166,268 2,477,821 

営業利益 1,586,387 1,732,622 

営業外収益    

受取利息 179,511 163,334 

受取配当金 49,225 50,256 

持分法による投資利益 250,320 360,187 

為替差益 30,117 295,978 

その他 189,826 212,129 

営業外収益合計 699,000 1,081,887 

営業外費用    

支払利息 33,187 41,176 

貸倒引当金繰入額 － 95,887 

その他 72,507 87,476 

営業外費用合計 105,694 224,541 

経常利益 2,179,693 2,589,969 

特別利益    

固定資産売却益 2,960 441 

投資有価証券売却益 90,291 65,010 

その他 10,904 13,391 

特別利益合計 104,156 78,843 

特別損失    

固定資産除却損 7,432 7,435 

その他 63,650 － 

特別損失合計 71,082 7,435 

税金等調整前四半期純利益 2,212,767 2,661,376 

法人税等 551,405 742,344 

四半期純利益 1,661,361 1,919,032 

非支配株主に帰属する四半期純利益 104,040 146,165 

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,557,321 1,772,866 
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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：千円） 

 
前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９月30日) 

四半期純利益 1,661,361 1,919,032 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 329,799 △26,288 

繰延ヘッジ損益 △4,989 △7,057 

為替換算調整勘定 △20,765 △488,849 

退職給付に係る調整額 4,825 13,526 

持分法適用会社に対する持分相当額 △60,644 △102,046 

その他の包括利益合計 248,226 △610,714 

四半期包括利益 1,909,587 1,308,317 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 1,805,692 1,334,100 

非支配株主に係る四半期包括利益 103,895 △25,782 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30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 2,212,767 2,661,376 

減価償却費 819,998 896,379 

のれん償却額 － 35,552 

株式報酬費用 19,713 23,965 

新株予約権戻入益 △1,442 △6,601 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,032 100,835 

賞与引当金の増減額（△は減少） 162,332 △3,549 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △42 △82 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 15 △3,097 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 17,939 23,207 

投資有価証券償還損益（△は益） △23,029 △13,698 

受取利息及び受取配当金 △228,736 △213,591 

支払利息 33,187 41,176 

為替差損益（△は益） △739 △137,454 

持分法による投資損益（△は益） △250,320 △360,187 

持分変動損益（△は益） △9,462 △6,790 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △90,235 △65,010 

投資有価証券評価損益（△は益） 63,595 － 

固定資産売却損益（△は益） △2,960 △619 

有形固定資産除却損 4,381 2,426 

売上債権の増減額（△は増加） △2,386,160 △946,055 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,428,726 △86,007 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,356,077 △262,819 

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,022 141,268 

その他の資産の増減額（△は増加） △227,813 △108,761 

その他の負債の増減額（△は減少） 159,325 △30,059 

小計 215,717 1,681,802 

利息及び配当金の受取額 292,514 293,018 

利息の支払額 △38,430 △42,011 

法人税等の支払額 △367,380 △848,043 

営業活動によるキャッシュ・フロー 102,420 1,084,766 
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    （単位：千円） 

 
前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻による収入 229,918 － 

有形固定資産の取得による支出 △949,181 △1,075,368 

有形固定資産の売却による収入 6,084 1,758 

無形固定資産の取得による支出 △7,396 △25,113 

投資有価証券の取得による支出 △254,743 △1,315,662 

投資有価証券の売却による収入 593,045 890,254 

子会社の清算による収入 31,096 － 

貸付けによる支出 △105,742 △20,000 

貸付金の回収による収入 80,000 33,760 

その他の収入 8,390 55,672 

投資活動によるキャッシュ・フロー △368,526 △1,454,698 

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） △444,132 △211,650 

長期借入れによる収入 482,698 441,600 

長期借入金の返済による支出 △547,793 △542,270 

リース債務の返済による支出 △10,941 △10,830 

社債の償還による支出 － △18,400 

長期未払金の返済による支出 － △57,586 

株式の発行による収入 103,280 115,765 

自己株式の取得による支出 △298 △175 

配当金の支払額 △711,355 △1,220,470 

非支配株主への配当金の支払額 △121,662 △191,154 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,250,204 △1,695,171 

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,898 △39,209 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,494,413 △2,104,313 

現金及び現金同等物の期首残高 7,026,200 8,832,805 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △110,040 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,421,746 6,728,492 
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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。 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第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）

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：千円） 

  報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
  電子材料 

産業用構造材
料 

電気絶縁材料 
ディスプ 
レイ材料 

計 

売上高              

外部顧客への

売上高 
12,575,626 3,383,148 1,611,855 1,340,027 18,910,658 396,418 19,307,076 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － 409,534 409,534 

計 12,575,626 3,383,148 1,611,855 1,340,027 18,910,658 805,952 19,716,611 

セグメント利益

又は損失（△） 
1,401,196 514,847 300,783 △91,780 2,125,046 130,423 2,255,470 

（注）「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、関連商品販売、物流関連及びその

他事業等を含んでおります。

 

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：千円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 2,125,046  

「その他」の区分の利益 130,423  

セグメント間取引消去 △40,772  

全社費用（注） △605,323  

棚卸資産の調整額 △22,986  

四半期連結損益計算書の営業利益 1,586,387  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成30年４月１日 至平成30年９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：千円） 

  報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
  電子材料 

産業用構造材
料 

電気絶縁材料 
ディスプ 
レイ材料 

計 

売上高              

外部顧客への

売上高 
14,698,956 4,257,503 1,569,732 1,801,587 22,327,780 379,374 22,707,154 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － 396,797 396,797 

計 14,698,956 4,257,503 1,569,732 1,801,587 22,327,780 776,171 23,103,952 

セグメント利益

又は損失（△） 
1,391,669 742,434 230,980 80,109 2,445,192 108,260 2,553,453 

（注）「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、関連商品販売、物流関連及びその

他事業等を含んでおります。

 

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：千円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 2,445,192  

「その他」の区分の利益 108,260  

セグメント間取引消去 △54,424  

のれんの償却額 △35,552  

全社費用（注） △703,377  

棚卸資産の調整額 △27,476  

四半期連結損益計算書の営業利益 1,732,622  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。
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