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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第２四半期 13,802 0.8 1,805 △19.5 1,703 △26.9 1,152 △27.7

2019年３月期第２四半期 13,697 14.3 2,243 2.1 2,329 9.1 1,594 9.5
(注)包括利益 2020年３月期第２四半期 1,074百万円( △30.3％) 2019年３月期第２四半期 1,541百万円( 1.9％)
　

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

2020年３月期第２四半期 47.58 －
2019年３月期第２四半期 65.94 －

　

　

（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 ％

2020年３月期第２四半期 49,175 28,150 57.1

2019年３月期 45,768 27,265 59.5
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 28,095百万円 2019年３月期 27,211百万円
　　　

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

2019年３月期 － 10.00 － 9.00 19.00

2020年３月期 － 10.00

2020年３月期(予想) － 10.00 20.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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 27,800 1.1 3,600 △14.7 3,500 △18.8 2,400 △22.4 99.09
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

決算短信（宝印刷） 2019年11月08日 16時26分 1ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）決算短信（宝印刷） 2019年11月08日 16時26分 1ページ（Tess 1.50(64) 20181220_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）
　

（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 ： 有

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
　

（注）詳細は、添付資料９ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記
　 事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

　

（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) 2020年３月期２Ｑ 24,400,000株 2019年３月期 24,400,000株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 155,843株 2019年３月期 188,407株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 24,220,926株 2019年３月期２Ｑ 24,176,108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
（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、その達成を当社として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
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Ｐ．４「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」をご覧ください。

　

決算短信（宝印刷） 2019年11月08日 16時26分 2ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）決算短信（宝印刷） 2019年11月08日 16時26分 2ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



第一稀元素化学工業株式会社(4082) 2020年３月期 第２四半期決算短信(連結)

1

○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 …………………………………………………４

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………５

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………５

（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

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………８

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………９

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………９

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………９

（会計方針の変更） ……………………………………………………………………………………９

決算短信（宝印刷） 2019年11月08日 16時26分 3ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



第一稀元素化学工業株式会社(4082) 2020年３月期 第２四半期決算短信(連結)

2

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（2019年４月１日～2019年９月30日）における世界経済は、米中貿易摩擦の激化が景

気減速の懸念材料となり、製造業を中心に企業マインドの低下により設備投資は弱含みや一部で先送りの動きが見

られるなど、先行きに対する不透明感が強くなっております。

　当社グループの主要顧客であります自動車業界におきましては、ライトビークル市場（乗用車・小型商用車）に

おいて、中国の新車販売台数減少の影響を大きく受けて世界自動車販売台数は前年割れの状況にあり、長期化する

米中貿易摩擦と経済の減速が、引き続き自動車市場にとってのリスクとして残っております。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、販売数量は前年同期比で3.3％減少したものの、販売製品

構成による収益差や平均単価が上昇したこと等により13,802百万円（前年同期比0.8％増、期首予算29,000百万円に

対して進捗率47.6％）、営業利益は、販売数量減による影響や販売費及び一般管理費の増加等により1,805百万円

（前年同期比19.5％減、期首予算4,000百万円に対して進捗率45.1％）、経常利益はさらに為替の影響等が加わり

1,703百万円（前年同期比26.9％減、期首予算4,000百万円に対して進捗率42.6％）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は1,152百万円（前年同期比27.7％減、期首予算2,800百万円に対して進捗率41.2％）となりました。

(注) 進捗率は、修正前の連結業績予想と比較しております。

　 用途別の販売状況は、次のとおりであります。

　 (触媒）

　 当社グループの主力製品である自動車排ガス浄化触媒用途向け製品は、近年は環境規制強化の影響を受け高機能を

有した当社グループ製品への需要が増加し、自動車販売動向を上回る販売で推移してまいりましたが、世界最大の自

動車市場となった中国の販売不振の影響等により世界自動車販売が減少していることに加え、顧客での在庫調整もあ

り、売上高は前年同期を下回る結果となりました。

　 これらの結果、触媒用途向け製品の当第２四半期連結累計期間の売上高は、8,165百万円（前年同期比6.7％減、期

首予算17,437百万円に対して進捗率46.8％）となりました。

　

（ファインセラミックス）

　 高機能材料向け製品は、キッチンセラミックスなどの民生用セラミックス用途の製品において販売が減少しました

　が、欧州を中心に展開している歯科材料用途の製品が復調傾向にあります。また、国内向けの産業構造材用途等が堅

　調に推移し、売上高は増加いたしました。また、当社グループの次世代の主力製品と期待しております燃料電池用途

　向け製品は、計画は下回ったものの、堅調な販売が継続しています。

　 これらの結果、ファインセラミックス用途向け製品の当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,695百万円（前年同

期比35.4％増、期首予算3,409百万円に対して進捗率49.7％）となりました。

　

（電子材料・酸素センサー）

電子材料用途向け製品は、中国経済減速の影響から、半導体需要の減少や、スマートフォン販売の低迷等による業

界全体の生産調整を受けて、圧電素子やセラミックコンデンサ向けは売上高が減少いたしました。一方で、二次電池

　材料向け製品は、主要顧客において車載、定置用向け需要が増加していることから、売上高は増加いたしました。ま

　た、酸素センサー用途向け製品は、主要顧客向けが底堅く推移いたしました。

　 これらの結果、電子材料・酸素センサー用途向け製品の当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,568百万円（前年

同期比29.3％増、期首予算2,936百万円に対して進捗率53.4％）となりました。

（耐火物・ブレーキ材）

　 耐火物用途向け製品は、販売数量が減少したものの販売単価が上昇したことにより売上高は増加いたしました。ブ

　レーキ材用途向け製品は、販売数量は堅調であるものの販売単価が低下した等の影響を受け、売上高は減少いたしま

　した。

　 これらの結果、耐火物・ブレーキ材用途向け製品の当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,444百万円（前年同期

　比0.2％減、期首予算3,153百万円に対して進捗率45.8％）となりました。
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（その他）

アルミニウム配管のろう付に使用されるセシウムフラックスは、自動車向け製品が自動車販売市場悪化の影響で伸

　び悩み、売上高は前年同期比で減少いたしました。液物製品等の販売は堅調に推移しましたが、一部顧客の在庫調整

　の影響等を受けて、その他用途向け製品の売上高は、前年同期比で減少いたしました。

　 これらの結果、その他用途向け製品の当第２四半期連結累計期間の売上高は、928百万円（前年同期比9.8％減、期

首予算2,063百万円に対して進捗率45.0％）となりました。

(注) 進捗率は、修正前の連結業績予想と比較しております。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における総資産は49,175百万円で、前連結会計年度末に比べ3,406百万円増加しまし

た。これは主に、建物及び構築物の増加（2,033百万円）、現金及び預金の増加（1,361百万円）、製品の増加（398

百万円）、仕掛品の減少（476百万円）によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における負債は21,024百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,521百万円増加しま

した。これは主に、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）の増加（3,939百万円）、流動負債その他の減

少（836百万円）、支払手形及び買掛金の減少（522百万円）、未払法人税等の減少（90百万円）によるものであり

ます。

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は28,150百万円で、前連結会計年度末に比べ885百万円増加しまし

た。これは主に、利益剰余金の増加（934百万円）によるものであります。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末59.5％から57.1％となりました。

② 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におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが2,140百万円の

収入、投資活動によるキャッシュ・フローが3,990百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが3,721百万

円の収入となり、これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）残高

は、前連結会計年度末に比べ1,861百万円増加し、9,377百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は2,140百万円（前年同四半期は737百万円

の収入）となりました。

　主な収入は、税金等調整前四半期純利益1,698百万円、減価償却費1,070百万円、たな卸資産の減少458百万円に

よるものであります。

　一方、主な支出は、仕入債務の減少696百万円、法人税等の支払額649百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は3,990百万円（前年同四半期は1,975百万

円の使用）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,712百万円、無形固定資産の取得による

支出121百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、得られた資金は3,721百万円（前年同四半期は3,605百万

円の収入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入5,000百万円、長期借入金の返済による支出1,060

百万円によるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2020年３月期通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ、2019年５月13日に公

表いたしました「2019年３月期決算短信[日本基準]（連結）」に記載の業績予想を次のとおり修正いたします。

2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）

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

前回発表予想（Ａ） 29,000 4,000 4,000 2,800 115.65

今回発表予想（Ｂ） 27,800 3,600 3,500 2,400 99.09

増減額（Ｂ－Ａ） △1,200 △400 △500 △400

増減率（％） △4.1 △10.0 △12.5 △14.3
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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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 7,215,588 8,577,036
受取手形及び売掛金 5,197,166 5,375,484
有価証券 300,000 800,000
製品 4,209,383 4,608,336
仕掛品 2,740,381 2,263,792
原材料及び貯蔵品 4,143,308 3,758,262
その他 2,297,267 1,854,038
流動資産合計 26,103,095 27,236,950

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,206,375 5,240,053
機械装置及び運搬具（純額） 5,027,910 4,755,794
土地 1,752,062 1,752,062
建設仮勘定 3,285,828 3,669,458
その他（純額） 602,305 565,010
有形固定資産合計 13,874,482 15,982,380

無形固定資産 355,068 1,135,810
投資その他の資産 5,436,238 4,820,363
固定資産合計 19,665,790 21,938,554

資産合計 45,768,886 49,175,505
負債の部

流動負債
支払手形及び買掛金 1,479,399 957,346
短期借入金 1,200,000 1,200,000
1年内返済予定の長期借入金 2,198,117 2,946,621
未払法人税等 692,844 601,902
賞与引当金 265,955 296,015
その他 3,492,699 2,655,827
流動負債合計 9,329,015 8,657,713

固定負債
長期借入金 9,050,837 12,241,405
退職給付に係る負債 1,051 1,112
その他 122,767 124,649
固定負債合計 9,174,656 12,367,167

負債合計 18,503,672 21,024,880
純資産の部

株主資本
資本金 787,100 787,100
資本剰余金 1,104,864 1,121,672
利益剰余金 25,114,615 26,049,105
自己株式 △70,089 △57,901
株主資本合計 26,936,490 27,899,976

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 189,561 181,148
為替換算調整勘定 109,882 38,517
退職給付に係る調整累計額 △24,730 △23,845
その他の包括利益累計額合計 274,713 195,820

非支配株主持分 54,010 54,827
純資産合計 27,265,214 28,150,624

負債純資産合計 45,768,886 49,175,505
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 13,697,773 13,802,319

売上原価 9,457,854 9,815,750

売上総利益 4,239,919 3,986,569

販売費及び一般管理費 1,996,023 2,180,879

営業利益 2,243,895 1,805,689

営業外収益

受取利息 20,085 35,133

受取配当金 9,136 13,550

為替差益 84,899 －

助成金収入 10,337 4,386

その他 27,051 57,145

営業外収益合計 151,509 110,215

営業外費用

支払利息 5,012 18,858

為替差損 － 172,110

持分法による投資損失 41,000 19,580

支払手数料 16,500 －

その他 3,465 1,868

営業外費用合計 65,978 212,418

経常利益 2,329,427 1,703,487

特別損失

災害による損失 26,840 －

固定資産除却損 38,951 5,275

特別損失合計 65,791 5,275

税金等調整前四半期純利益 2,263,635 1,698,211

法人税、住民税及び事業税 694,856 561,830

法人税等調整額 △26,175 △18,479

法人税等合計 668,681 543,351

四半期純利益 1,594,954 1,154,859

非支配株主に帰属する四半期純利益 856 2,465

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,594,097 1,152,394
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 1,594,954 1,154,859

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 29,304 △8,412

為替換算調整勘定 △88,385 △73,012

退職給付に係る調整額 5,889 884

持分法適用会社に対する持分相当額 △587 0

その他の包括利益合計 △53,778 △80,540

四半期包括利益 1,541,175 1,074,318

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,542,386 1,073,501

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,210 816
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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 2,263,635 1,698,211

減価償却費 1,024,121 1,070,071

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,586 30,066

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △17,767 △18,087

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 67 96

受取利息及び受取配当金 △29,221 △48,683

支払利息 5,012 18,858

為替差損益（△は益） △23,184 54,246

持分法による投資損益（△は益） 41,000 19,580

売上債権の増減額（△は増加） 361,538 △131,945

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,702,541 458,637

未払又は未収消費税等の増減額 127,985 253,969

仕入債務の増減額（△は減少） △274,390 △696,819

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 126,817 △316,017

その他 △641,420 368,684

小計 1,216,064 2,760,868

利息及び配当金の受取額 29,200 48,622

利息の支払額 △4,199 △19,568

法人税等の支払額 △503,899 △649,218

営業活動によるキャッシュ・フロー 737,166 2,140,703

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 △1,845,301 △3,712,346

無形固定資産の取得による支出 △42,176 △121,280

長期前払費用の取得による支出 △33,396 △14,169

投資有価証券の取得による支出 △4,733 △4,900

貸付けによる支出 △1,000 △40,900

貸付金の回収による収入 5,508 755

子会社株式の取得による支出 △34,498 △109,360

その他 △19,469 11,515

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,975,068 △3,990,686

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） 600,000 －

長期借入れによる収入 4,000,000 5,000,000

長期借入金の返済による支出 △800,987 △1,060,585

配当金の支払額 △193,412 △217,660

自己株式の取得による支出 △32 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,605,568 3,721,754

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,238 △10,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,372,904 1,861,447

現金及び現金同等物の期首残高 5,372,725 7,515,588

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,745,630 9,377,036
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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。

（会計方針の変更）

在外連結子会社において、第１四半期連結会計期間よりIFRS第16号「リース」を適用しております。当該会計

　 基準の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識

　 する方法を採用しております。

当該会計基準の適用の結果、当第２四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表において、無形固定資産が

729,806千円増加し、投資その他の資産が729,806千円減少しております。
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