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(百万円未満切捨て)
１．2019年３月期の業績（2018年４月１日～2019年３月31日）

（１）経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年3月期 18,309 0.9 1,169 △23.4 1,361 △20.1 960 △82.3

2018年3月期 18,144 5.0 1,527 8.9 1,703 22.5 5,441 379.4
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2019年3月期 196.45 － 4.9 4.7 6.4

2018年3月期 1,112.47 － 32.1 6.4 8.4

(参考) 持分法投資損益 　2019年3月期 －百万円 　2018年3月期 －百万円
　 ※2017年10月１日付で普通株式５株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。前事業年度の期首に
　 当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2019年3月期 29,323 20,131 68.7 4,115.69

2018年3月期 29,202 19,460 66.6 3,978.48

(参考) 自己資本 2019年3月期 20,131百万円 　2018年3月期 19,460百万円
　

（３）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2019年3月期 729 △2,459 △303 2,424

2018年3月期 977 4,149 △1,462 4,460

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 百万円 ％ ％

2018年3月期 － 8.00 － 30.00 － 342 6.3 2.0

2019年3月期 － 30.00 － 30.00 60.00 293 30.5 1.5

2020年3月期(予想) － 30.00 － 30.00 60.00 26.7

(注)１ 2018年3月期 第2四半期末配当金の内訳 普通配当 4円00銭 特別配当 4円00銭
　 ２ 2018年3月期 期末配当金の内訳 普通配当20円00銭 記念配当10円00銭
　 ３ 2017年10月１日付で、普通株式５株を１株とする株式併合を実施しており、2018年３月期の１株当たり
　 期末配当金は、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当合計は、「－」として記載して
　 おります。株式併合後の基準で換算した2018年３月期の１株当たり年間配当額は70円となります。
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３．2020年３月期の業績予想（2019年４月１日～2020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 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) 10,000 6.9 830 12.6 900 0.6 620 △0.4 126.75

通 期 20,000 9.2 1,400 19.7 1,500 10.1 1,100 14.5 224.88

　

※ 注記事項

（１）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

（２）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 4,900,000 株 2018年3月期 4,900,000 株

② 期末自己株式数 2019年3月期 8,505 株 2018年3月期 8,470 株

③ 期中平均株式数 2019年3月期 4,891,521 株 2018年3月期 4,891,815 株

　 ※2017年10月１日付で普通株式５株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。前事業年度の期首に
　 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。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品

取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

　

※ 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）

　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

提となる条件その他の関連する事項については、添付資料４ページ「１．経営成績等の概況 （４）今後の見通し」

をご覧ください。

　（日付の表示の変更）

　 第１四半期会計期間から日付の表示を和暦から西暦へ変更しております。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当事業年度のわが国経済は、相次ぐ自然災害の影響があったものの、企業収益の改善により設備投資は底堅く推移

し、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費に持ち直しの動きが見られるなど、景気は緩やかな回復基調が続きまし

た。一方、中国経済及びＩＴ関連需要の減速を背景に景況感が悪化するなど、先行き不透明な状況が続いておりま

す。

当社製品関連分野におきましては、ファイン製品関係は医農薬関連需要が伸び悩んだものの、電子材料関連需要が

好調に推移しました。化成品関係では市況の上昇により小幅な改善が見られました。

このような情勢のもとで、当社は、売価是正、拡販に取り組むとともに、コスト削減に注力し、全社を挙げて収益

確保に努めてまいりました。

この結果、当事業年度の売上高は前事業年度に比べ微増の183億９百万円（前事業年度比0.9％増収）となりまし

た。利益面におきましては、原料コスト上昇、修繕費など固定費増加により、営業利益は11億69百万円（前事業年度

比23.4％減益）、経常利益は13億61百万円（前事業年度比20.1％減益）、当期純利益につきましては、減損損失を計

上した結果、９億60百万円（前事業年度比82.3％減益）となりました。

（部門別売上高）
（単位：百万円）

部
門

前事業年度 当事業年度 増 減

製品グループ 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減比

フ
ァ
イ
ン
製
品
部
門

％ ％ ％

医農薬関連化学品 6,653 36.7 6,119 33.4 △534 △8.0

機能性化学品 5,576 30.7 6,253 34.1 677 12.1

その他 2,069 11.4 2,007 11.0 △62 △3.0

計 14,299 78.8 14,380 78.5 80 0.6

化
成
品
部
門

多価アルコール類 3,026 16.7 3,172 17.3 145 4.8

その他 817 4.5 756 4.2 △61 △7.5

計 3,844 21.2 3,928 21.5 84 2.2

合 計 18,144 100.0 18,309 100.0 164 0.9

セグメントの状況は、次のとおりであります。

（ファイン製品部門）

医農薬関連化学品は、欧州向け医薬中間体の販売は堅調に推移したものの、農薬関連製品の需要が減少し減収とな

りました。機能性化学品は、電子材料関連需要が好調に推移し増収となりました。

この結果、当セグメントの売上高は143億80百万円(前事業年度比0.6％増)、営業利益は12億３百万円(前事業年度比

11.8％減)となりました。

（化成品部門）

多価アルコール類は、市況上昇による売価是正を進め増収となりました。その他化成品は原料価格変動による売価

上昇がありましたが、販売数量が減少しました。利益面においては、製造コストの上昇などにより減益となりまし

た。

この結果、当セグメントの売上高は39億28百万円(前事業年度比2.2％増)、営業損失は33百万円(前事業年度は１億

63百万円の利益)となりました。
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（２）当期の財政状態の概況

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

流動資産は、棚卸資産が増加しましたが、法人税等の支払及び設備投資による預け金の減少により、前事業年度末

に比べ11億64百万円減少し、137億33百万円となりました。

固定資産は、ファイン製品製造設備の増強などにより、前事業年度末に比べ12億84百万円増加の155億89百万円とな

りました。

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ１億20百万円増加の293億23百万円となりました。

（負債）

流動負債は、買掛金が増加しましたが、未払法人税等の減少により、前事業年度末に比べ５億５百万円減少し、62

億73百万円となりました。

固定負債は、長期預り金の減少により、前事業年度末に比べ44百万円減少し、29億18百万円となりました。

この結果、負債合計は91億91百万円となり、前事業年度末に比べ５億50百万円減少しました。

（純資産）

純資産は201億31百万円となり、前事業年度末に比べ６億70百万円増加しました。自己資本比率は前事業年度末の

66.6％から68.7％となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益は12億71百万円となり、減価償却費12億79

百万円を計上しましたが、法人税の支払及び営業活動に係る運転資金の増減などにより７億29百万円の収入(前事業年

度は９億77百万円の収入)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、ファイン製品製造設備増強など固定資産の取得による支出により24億59百

万円の支出(前事業年度は41億49百万円の収入)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払により３億３百万円の支出(前事業年度は14億62百万円の支

出)となりました。

この結果、現金及び現金同等物の期末残高は24億24百万円となり、前事業年度末に比べ20億35百万円減少しまし

た。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2018年３月期 2019年３月期

自己資本比率(％) 66.6 68.7

時価ベースの自己資本比率(％) 40.6 27.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％）

115.7 144.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

152.9 133.1

　 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

　 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

　(注１) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

　(注２) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

　(注３) 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。
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（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、設備投資や個人消費など堅調な国内需要に支えられ、緩やかな回復基調の持続が見

込まれる一方、中国経済やＩＴ関連需要の減速が当面継続することが懸念されることに加え、国内では消費増税を控

えているなど、先行き不透明な状況が続くことが予想されます。

このような状況におきまして、当社は、引き続き拡販及び競争力の強化に一層注力するとともに、新製品の早期上

市に取り組み、収益改善に努めてまいります。

次期の業績見通しとしまして、売上高200億円(前期比9.2％増)、営業利益14億円(前期比19.7％増)、経常利益15億

円(前期比10.1％増)、当期純利益11億円(前期比14.5％増)を見込んでおります。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

他企業及び過去との比較可能性を確保するため、当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

　なお、国際財務報告基準(ＩＦＲＳ)の適用につきましては、国内外の情勢を注視し、適切に対応していく方針であり

ます。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2018年３月31日)

当事業年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 360 174

売掛金 5,311 5,285

商品及び製品 2,830 3,182

仕掛品 891 1,131

原材料及び貯蔵品 842 1,292

前渡金 - 14

前払費用 22 25

預け金 4,100 2,250

その他 539 376

流動資産合計 14,897 13,733

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 6,059 5,960

構築物（純額） 1,045 1,050

機械及び装置（純額） 3,227 3,332

車両運搬具（純額） 25 13

工具、器具及び備品（純額） 329 341

土地 42 39

建設仮勘定 593 1,803

有形固定資産合計 11,322 12,540

無形固定資産

ソフトウエア 37 85

施設利用権 4 4

無形固定資産合計 42 90

投資その他の資産

投資有価証券 2,180 2,185

関係会社株式 33 33

長期前払費用 17 77

差入保証金 694 647

その他 18 18

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 2,940 2,958

固定資産合計 14,304 15,589

資産合計 29,202 29,323
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(単位：百万円)

前事業年度
(2018年３月31日)

当事業年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,840 3,469

短期借入金 830 830

リース債務 10 6

未払金 613 698

未払費用 0 0

未払法人税等 1,332 241

前受金 0 4

賞与引当金 134 146

設備停止引当金 323 -

預り金 51 74

設備関係未払金 579 770

その他 62 31

流動負債合計 6,778 6,273

固定負債

リース債務 8 1

退職給付引当金 1,782 1,802

長期預り金 266 186

繰延税金負債 846 887

その他 59 40

固定負債合計 2,962 2,918

負債合計 9,741 9,191

純資産の部

株主資本

資本金 2,343 2,343

資本剰余金

資本準備金 1,551 1,551

資本剰余金合計 1,551 1,551

利益剰余金

利益準備金 341 341

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 2,234 2,267

固定資産圧縮特別勘定積立金 158 -

別途積立金 6,902 10,402

繰越利益剰余金 4,532 1,825

利益剰余金合計 14,169 14,836

自己株式 △13 △13

株主資本合計 18,049 18,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,411 1,414

評価・換算差額等合計 1,411 1,414

純資産合計 19,460 20,131

負債純資産合計 29,202 29,323

決算短信（宝印刷） 2019年05月10日 09時03分 8ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）

－ 6 －



広栄化学工業株式会社(4367) 2019年３月期 決算短信

（２）損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

売上高

製品売上高 13,940 13,400

商品売上高 4,203 4,908

売上高合計 18,144 18,309

売上原価

商品及び製品期首たな卸高 2,946 2,830

当期商品仕入高 3,046 4,083

当期製品製造原価 10,678 10,621

合計 16,670 17,536

他勘定振替高 18 29

商品及び製品期末たな卸高 2,830 3,182

売上原価合計 13,821 14,324

売上総利益 4,322 3,984

販売費及び一般管理費

発送費 383 340

保管費 46 46

役員報酬 186 183

給料手当及び賞与 529 577

賞与引当金繰入額 38 42

法定福利及び厚生費 123 130

退職給付費用 66 66

交際費 24 28

旅費及び交通費 55 66

通信費 20 22

租税公課 98 68

減価償却費 26 34

賃借料 74 75

雑費 288 282

試験研究費 834 849

販売費及び一般管理費合計 2,795 2,815

営業利益 1,527 1,169

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 51 53

受取補償金 187 180

為替差益 - 44

雑収入 15 10

営業外収益合計 257 291

営業外費用

支払利息 6 5

固定資産除却損 17 79

為替差損 53 -

雑損失 3 14

営業外費用合計 80 99

経常利益 1,703 1,361
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(単位：百万円)
前事業年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

特別利益

設備停止引当金戻入額 - 14

大阪工場譲渡関連損益 6,371 -

特別利益合計 6,371 14

特別損失

減損損失 - 104

控除対象外消費税等 114 -

固定資産整理損失 113 -

100周年記念事業費 53 -

特別損失合計 282 104

税引前当期純利益 7,793 1,271

法人税、住民税及び事業税 1,393 271

法人税等調整額 958 39

法人税等合計 2,351 310

当期純利益 5,441 960
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（３）株主資本等変動計算書

　 前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計固定資産圧

縮積立金

固定資産圧

縮特別勘定

積立金

別途積立金
繰越利益剰

余金

当期首残高 2,343 1,551 1,551 341 367 - 6,902 1,557 9,167

当期変動額

剰余金の配当 △440 △440

固定資産圧縮積立金

の取崩
△68 68 -

固定資産圧縮積立金

の積立
1,936 △1,936 -

固定資産圧縮特別勘

定積立金の取崩
- - -

固定資産圧縮特別勘

定積立金の積立
158 △158 -

別途積立金の積立 - - -

当期純利益 5,441 5,441

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - 1,867 158 - 2,975 5,001

当期末残高 2,343 1,551 1,551 341 2,234 158 6,902 4,532 14,169

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △11 13,049 1,438 1,438 14,487

当期変動額

剰余金の配当 △440 △440

固定資産圧縮積立金

の取崩
- -

固定資産圧縮積立金

の積立
- -

固定資産圧縮特別勘

定積立金の取崩
- -

固定資産圧縮特別勘

定積立金の積立
- -

別途積立金の積立 - -

当期純利益 5,441 5,441

自己株式の取得 △1 △1 △1

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△26 △26 △26

当期変動額合計 △1 5,000 △26 △26 4,973

当期末残高 △13 18,049 1,411 1,411 19,460
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　 当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計固定資産圧

縮積立金

固定資産圧

縮特別勘定

積立金

別途積立金
繰越利益剰

余金

当期首残高 2,343 1,551 1,551 341 2,234 158 6,902 4,532 14,169

当期変動額

剰余金の配当 △293 △293

固定資産圧縮積立金

の取崩
△87 87 -

固定資産圧縮積立金

の積立
120 △120 -

固定資産圧縮特別勘

定積立金の取崩
△158 158 -

固定資産圧縮特別勘

定積立金の積立
- - -

別途積立金の積立 3,500 △3,500 -

当期純利益 960 960

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - 32 △158 3,500 △2,707 667

当期末残高 2,343 1,551 1,551 341 2,267 - 10,402 1,825 14,836

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △13 18,049 1,411 1,411 19,460

当期変動額

剰余金の配当 △293 △293

固定資産圧縮積立金

の取崩
- -

固定資産圧縮積立金

の積立
- -

固定資産圧縮特別勘

定積立金の取崩
- -

固定資産圧縮特別勘

定積立金の積立
- -

別途積立金の積立 - -

当期純利益 960 960

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

3 3 3

当期変動額合計 △0 667 3 3 670

当期末残高 △13 18,717 1,414 1,414 20,131
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 7,793 1,271

減価償却費 1,276 1,279

有形固定資産除却損 17 79

大阪工場譲渡関連損益 △6,371 -

減損損失 - 104

固定資産整理損失 113 -

100周年記念事業費 53 -

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60 19

賞与引当金の増減額（△は減少） 12 12

設備停止引当金の増減額（△は減少） △248 △323

受取利息及び受取配当金 △54 △55

受取補償金 △187 △180

支払利息 6 5

売上債権の増減額（△は増加） △393 25

たな卸資産の増減額（△は増加） △72 △1,042

仕入債務の増減額（△は減少） 330 629

未収消費税等の増減額（△は増加） △398 223

未払消費税等の増減額（△は減少） △13 -

その他 135 △44

小計 2,058 2,003

利息及び配当金の受取額 54 55

補償金の受取額 60 -

利息の支払額 △6 △5

法人税等の支払額 △342 △1,323

土壌対策費用等の支払額 △846 -

営業活動によるキャッシュ・フロー 977 729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,584 △2,418

有形固定資産の売却による収入 7,644 -

無形固定資産の取得による支出 △10 △70

差入保証金の差入による支出 △687 -

その他 △212 29

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,149 △2,459

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） △1,010 -

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △10 △9

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △440 △293

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,462 △303

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,652 △2,035

現金及び現金同等物の期首残高 807 4,460

現金及び現金同等物の期末残高 4,460 2,424
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（５）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。

(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）等を当事業年度の期首

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)

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性等により、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動

を展開しております。従って、当社は製品の種類、製造方法、販売市場の類似性等を基礎とした製品群別のセグメ

ントから構成されており、「ファイン製品部門」、「化成品部門」を報告セグメントとしております。

　「ファイン製品部門」は医農薬関連化学品、機能性化学品及びその他ファイン製品を製造・販売しております。

「化成品部門」は、多価アルコール類リセール、その他化成品を製造並びに販売しております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表作成において採用している会計処理と概ね同一で

あります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
合計

ファイン製品部門 化成品部門

売上高

外部顧客への売上高 14,299 3,844 18,144

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

－ － －

計 14,299 3,844 18,144

セグメント利益 1,363 163 1,527

セグメント資産 20,384 1,529 21,913

その他の項目

　減価償却費 1,213 36 1,250

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

2,150 52 2,203
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当事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
合計

ファイン製品部門 化成品部門

売上高

外部顧客への売上高 14,380 3,928 18,309

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

－ － －

計 14,380 3,928 18,309

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

1,203 △33 1,169

セグメント資産 22,658 1,603 24,262

その他の項目

　減価償却費 1,202 41 1,244

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

2,565 52 2,617

４ 報告セグメント合計額と財務諸表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)

資産 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 21,913 24,262

全社資産 （注） 7,288 5,061

財務諸表の資産合計 29,202 29,323

　 (注) 全社資産の主なものは、当社の余資（現金及び預金、預け金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理

　 部門に係る資産等であります。

(単位：百万円)

その他の項目
報告セグメント計 調整額（注） 財務諸表計上額

前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度

減価償却費 1,250 1,244 26 34 1,276 1,279

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,203 2,617 59 62 2,262 2,680

　(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、管理部門に係る設備投資額であります。

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

前事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計ファイン製品

部門
化成品部門 計

減損損失 － 104 104 － － 104
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり純資産額 3,978.48 円 4,115.69円

１株当たり当期純利益 1,112.47 円 196.45円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．2017年10月１日付で、普通株式５株を１株とする株式併合を実施しており、前事業年度の期首に当該株式併

合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。
　

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当期純利益(百万円) 5,441 960

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る当期純利益(百万円) 5,441 960

普通株式の期中平均株式数(株) 4,891,815 4,891,521

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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