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(百万円未満四捨五入)

１．平成31年３月期第２四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年９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２四半期 19,865 2.2 782 106.6 879 94.9 602 △1.2

30年３月期第２四半期 19,432 1.6 378 △34.9 451 △31.5 609 38.0

(注) 包括利益 31年３月期第２四半期 385 百万円 (△61.9％) 30年３月期第２四半期 1,009 百万円 (167.8％)

　

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２四半期 29.20 -

30年３月期第２四半期 29.56 -
　

（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２四半期 47,562 30,797 63.5

30年３月期 48,266 30,623 62.2

(参考) 自己資本 31年３月期第２四半期 30,216百万円 30年３月期 30,040百万円

　

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 - 7.50 - 10.00 17.50

31年３月期 - 7.50

31年３月期(予想) - 7.50 15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．31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 41,000 2.0 1,400 2.8 1,600 1.2 1,150 △12.6 55.78

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　

決算短信（宝印刷） 2018年11月08日 14時32分 1ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



※ 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 ： 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２Ｑ 20,688,425株 30年３月期 20,688,425株

② 期末自己株式数 31年３月期２Ｑ 72,878株 30年３月期 72,828株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期２Ｑ 20,615,589株 30年３月期２Ｑ 20,615,597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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。また、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仮定等については、添付資料３ページ「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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や企業収益の回復が続

いているものの、このところ輸出の持ち直しに足踏みが見られ、消費者物価の上昇テンポも緩やか

になるなど、一部で弱さが見える展開となりました。但し、企業の設備投資は増加が続き、また個

人消費も緩やかに持ち直していることから、総じて景気は回復基調で推移しました。なお、海外情

勢の不透明感や金融資本市場の変動、また自然災害が経済に与える影響には引き続き留意が必要な

状況です。

　住宅業界におきましては、平成30年度４月～９月の新設住宅着工は、戸数491千戸（前年同期比

1.1％減）、床面積39,139千㎡（同2.4％減）となり、共に前年同期実績を下回る結果となりまし

た。

このような環境の下、当社グループでは事業別に重点分野を定めて拡販活動を推進しておりま

す。

建築資材事業では、従来の新築戸建分野とリフォーム、非住宅分野に注力致しました。特に非住

宅分野では、当社の「営業支援センター」による作図や技術支援を充実させ、施設や事務所向け製

品の拡販に注力した結果、システム床関連や人工木材関連が順調に推移しました。

産業資材事業では、自動化による生産性向上に努力したほか、ホテル向け設備の受注が好調に推

移しました。また、精密分野では、エンジニアリングセールスの強化により車載を中心としたＡＲ

製品の受注を確保しております。

海外市場においては、今後の受注拡大に向けた戦略を推進しております。

以上により、当第２四半期連結累計期間の売上高は19,865百万円と前年同期に比べ2.2％の増収

となりました。

　一方、利益面につきましては、工場再編等の生産体制の効率化を推し進めた効果が寄与し、収益

力が向上したことにより、営業利益782百万円（前年同期比106.6％増）、経常利益879百万円（同

94.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は602百万円（同1.2％減）となりました。

事業別の売上状況は、以下のとおりであります。

〔建築資材事業〕

主力の建築資材事業の売上は、14,123百万円（前年同期比0.1％増）で、売上高全体の71.1％

を占めました。

うち外装建材は、2,749百万円（同2.8％減）でした。換気部材が低調に推移しましたが、樹脂

製瓦桟・外装装飾部材は順調に推移しました。

内装建材は、5,547百万円（同2.0％減）でした。養生材が伸び悩みましたが、浴室用パネルは

順調に推移しました。

床関連材は、4,028百万円（同8.2％増）でした。機能束が低調に推移しましたが、フリーアク

セスフロア・乾式遮音二重床システム部材・樹脂系床仕上材は好調に推移しました。

システム建材は、1,800百万円（同5.4％減）でした。防蟻関連材が低調に推移しましたが、木

粉入り樹脂建材は好調に推移しました。

〔産業資材事業〕

産業資材事業の売上は、5,741百万円（同7.9％増）で、売上高全体の28.9％を占めました。車

輌部材が低調に推移しましたが、住設部材・精密化工品が好調に推移しました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ704百万円(前期末比

1.5％)減少し、47,562百万円となりました。主な増減要因としましては、流動資産では、商品及び

製品が348百万円増加、また電子記録債権が179百万円増加した一方で、現金及び預金が380百万円

減少、また受取手形及び売掛金が735百万円減少したことなどにより、422百万円(同1.3％)の減少

となりました。固定資産では、有形固定資産が90百万円減少、また投資その他の資産が162百万円

減少するなど、282百万円(同1.9％)の減少となりました。

（負債）

負債は、前連結会計年度末に比べ878百万円(前期末比5.0％)減少し、16,765百万円となりまし

た。主な増減要因としましては、流動負債では、未払費用が66百万円増加した一方で、支払手形及

び買掛金が352百万円減少、また未払法人税等が108百万円減少するなど、763百万円(同4.8％)の減

少となりました。固定負債では、リース債務が10百万円減少、また繰延税金負債が110百万円減少

するなど、115百万円(同7.3％)の減少となりました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ175百万円(前期末比0.6％)増加し、30,797百万円となりまし

た。主な増減要因としましては、その他有価証券評価差額金が211百万円減少した一方で、為替換

算調整勘定が８百万円増加しました。株主資本合計は、利益剰余金が396百万円増加したことによ

り、28,472百万円となりました。この結果、自己資本は30,216百万円となり、自己資本比率は63.5

％となりました。

　

（キャッシュ・フローの状況の分析）

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ380百万

円(前期末比4.0％)減少し、9,059百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況及びその主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益879百万円、減価償却費582

百万円および売上債権の減少額558百万円などの収入に対し、たな卸資産の増加額448百万円、仕

入債務の減少額351百万円および法人税等の支払額336百万円などの支出により、合計938百万円

の収入となりました。前年同期比では1,928百万円収入が増加しました。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出20百万円および設備投資計

画に基づく機械設備等の取得による支出811百万円などにより、合計970百万円の支出となりまし

た。前年同期比では852百万円支出が増加しました。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出129百万円および配当金

の支払額206百万円などの支出により、合計350百万円の支出となりました。前年同期比では88百

万円支出が増加しました。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の経営環境につきましては依然として不透明な状況が続くものと予想されますが、現時点に

おいて平成30年５月11日公表の通期連結業績予想に変更はありません。実際の業績は今後様々な要

因によって予想数値と異なる場合があります。　
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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 9,439 9,059

受取手形及び売掛金 15,597 14,862

電子記録債権 2,509 2,687

有価証券 20 40

商品及び製品 2,680 3,028

仕掛品 646 694

原材料及び貯蔵品 1,070 1,121

未収入金 1,168 1,141

その他 73 142

貸倒引当金 △4 △0

流動資産合計 33,197 32,775

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,365 3,289

機械装置及び運搬具（純額） 1,863 1,817

工具、器具及び備品（純額） 239 263

土地 1,920 1,919

リース資産（純額） 445 458

建設仮勘定 151 148

有形固定資産合計 7,983 7,893

無形固定資産

その他 207 177

投資その他の資産

投資有価証券 3,971 3,678

長期前払費用 161 166

退職給付に係る資産 2,466 2,467

繰延税金資産 37 32

その他 243 373

投資その他の資産合計 6,879 6,717

固定資産合計 15,069 14,787

資産合計 48,266 47,562
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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 12,456 12,104

短期借入金 270 266

未払金 167 183

未払法人税等 424 316

未払費用 1,131 1,197

賞与引当金 532 568

その他 1,090 672

流動負債合計 16,068 15,305

固定負債

リース債務 420 410

繰延税金負債 806 696

役員退職慰労引当金 302 308

退職給付に係る負債 47 45

固定負債合計 1,575 1,460

負債合計 17,643 16,765

純資産の部

株主資本

資本金 2,194 2,194

資本剰余金 1,511 1,511

利益剰余金 24,407 24,803

自己株式 △36 △36

株主資本合計 28,076 28,472

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,420 1,209

為替換算調整勘定 50 57

退職給付に係る調整累計額 494 478

その他の包括利益累計額合計 1,963 1,744

非支配株主持分 583 581

純資産合計 30,623 30,797

負債純資産合計 48,266 47,562
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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：百万円)
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 19,432 19,865

売上原価 14,488 14,383

売上総利益 4,944 5,481

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 1,220 1,282

広告宣伝費 127 123

役員報酬 107 105

従業員給料 1,022 1,059

賞与引当金繰入額 286 342

減価償却費 175 170

賃借料 304 328

その他 1,325 1,291

販売費及び一般管理費合計 4,565 4,700

営業利益 378 782

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 56 61

その他 67 65

営業外収益合計 123 127

営業外費用

支払利息 2 2

為替差損 5 4

その他 43 23

営業外費用合計 51 29

経常利益 451 879

特別利益

固定資産売却益 478 -

保険差益 - 5

特別利益合計 478 5

特別損失

固定資産除却損 6 5

投資有価証券評価損 30 -

その他 1 0

特別損失合計 37 6

税金等調整前四半期純利益 892 879

法人税、住民税及び事業税 240 281

法人税等調整額 43 △8

法人税等合計 282 273

四半期純利益 610 605

非支配株主に帰属する四半期純利益 1 3

親会社株主に帰属する四半期純利益 609 602
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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：百万円)
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 610 605

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 411 △211

為替換算調整勘定 △30 6

退職給付に係る調整額 17 △16

その他の包括利益合計 399 △220

四半期包括利益 1,009 385

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,016 381

非支配株主に係る四半期包括利益 △7 4
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
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 892 879

減価償却費 547 582

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2 △2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △116 △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 7

賞与引当金の増減額（△は減少） △39 36

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △4

受取利息及び受取配当金 △56 △62

支払利息 2 2

為替差損益（△は益） 5 4

投資有価証券評価損益（△は益） 30 -

有形固定資産売却損益（△は益） △478 -

有形固定資産除却損 6 5

売上債権の増減額（△は増加） △1,357 558

たな卸資産の増減額（△は増加） △9 △448

仕入債務の増減額（△は減少） △299 △351

その他 51 8

小計 △808 1,214

利息及び配当金の受取額 56 62

利息の支払額 △2 △2

法人税等の支払額 △236 △336

営業活動によるキャッシュ・フロー △990 938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 - △20

有形固定資産の取得による支出 △651 △811

有形固定資産の売却による収入 541 -

その他 △8 △139

投資活動によるキャッシュ・フロー △118 △970

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） 28 △11

リース債務の返済による支出 △131 △129

非支配株主への配当金の支払額 △4 △4

配当金の支払額 △155 △206

財務活動によるキャッシュ・フロー △262 △350

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,382 △380

現金及び現金同等物の期首残高 10,452 9,439

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,070 9,059

決算短信（宝印刷） 2018年11月08日 14時32分 10ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



フクビ化学工業株式会社(7871) 平成31年３月期 第２四半期決算短信

9

（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。

（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
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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