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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第117期

第２四半期
連結累計期間

第118期
第２四半期
連結累計期間

第117期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 （千円） 9,711,701 10,103,844 21,000,824

経常利益 （千円） 527,723 821,543 1,828,981

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（千円） 355,609 585,870 1,262,642

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 366,341 623,220 1,370,437

純資産額 （千円） 7,594,744 9,076,419 8,525,998

総資産額 （千円） 18,342,249 21,389,328 18,169,487

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

（円） 123.96 204.31 440.19

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 41.4 42.4 46.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △293,726 982,512 1,858,734

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △365,241 △1,150,196 △1,189,657

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 599,618 211,108 △666,709

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） 249,594 359,823 316,538
 

 

回次
第117期

第２四半期
連結会計期間

第118期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 89.17 122.92
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

３．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

４. 平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行いました。第117期の期首に株式併合

が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内

容について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）

が判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は101億３百万円となり、前年同四半期連結累計期間（以下、

「前年同四半期」）に比べて３億92百万円の増収となりました。

損益面におきましては、営業利益は７億96百万円（前年同四半期比２億69百万円増）、経常利益は８億21百万円

（同２億93百万円増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は５億85百万円（同２億30百万円増）となりました。
　

[セグメント別の売上高の概況]

区    分
前年同四半期

当第２四半期

連結累計期間
増  減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 精密化学品部門 4,525 46.6 4,639 46.0 113 2.5

 機能材部門 1,750 18.0 1,923 19.0 172 9.9

 機能樹脂部門 963 9.9 1,099 10.9 135 14.1

 化成品部門 2,240 23.1 2,196 21.7 △43 △1.9

 化学工業セグメント 9,479 97.6 9,858 97.6 378 4.0

 その他 231 2.4 245 2.4 13 5.8

 合  計 9,711 100.0 10,103 100.0 392 4.0
 

＜化学工業セグメント＞

当セグメントの売上高は、98億58百万円となり、前年同四半期と比べて３億78百万円の増収となりました。

(精密化学品部門)

医薬中間体や農薬中間体の出荷数量は減少したものの、樹脂原料の出荷数量が増加したため、売上高は46億39

百万円となり、前年同四半期と比べて１億13百万円の増収となりました。

(機能材部門)

接着剤・ゴム薬品ともに出荷数量が増加したため、売上高は19億23百万円となり、前年同四半期と比べて１億

72百万円の増収となりました。

(機能樹脂部門)

加工樹脂・ワニスともに出荷数量が増加したため、売上高は10億99百万円となり、前年同四半期と比べて１億

35百万円の増収となりました。

(化成品部門)

可塑剤・その他化成品ともに売上高はほぼ前年同四半期並みの21億96百万円となりました。

＜その他＞

化学分析受託事業の売上高は、作業環境測定業務が増加したため２億45百万円となり、前年同四半期と比べて13

百万円の増収となりました。
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(2) 財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比べて５億57百万円増加し、107億59百万円となりました。これは、主としてた

な卸資産や流動資産その他に含まれる未収入金が増加したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末と比べて26億62百万円増加し、106億29百万円となりました。これは、主として減

価償却費等による減少を新多目的工場の新設などによる設備投資額が上回ったことによるものです。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の総資産額は213億89百万円となり、前連結会計年度末と比べて32億19百

万円の増加となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比べて23億43百万円増加し、91億14百万円となりました。これは、主として流

動負債その他に含まれる設備関係債務の増加によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末と比べて３億25百万円増加し、31億98百万円となりました。これは、主として長

期借入金の増加によるものです。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比べて26億69百万円増加し、123億12

百万円となりました。

（純資産)

当第２四半期連結会計期間末の純資産額は、前連結会計年度末と比べて５億50百万円増加し、90億76百万円とな

りました。これは、主として親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加によるものです。

 

(3)  キャッシュ・フローの状況

区  分
前年同四半期

当第２四半期

連結累計期間
増　減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー △293 982 1,276

投資活動によるキャッシュ・フロー △365 △1,150 △784

財務活動によるキャッシュ・フロー 599 211 △388

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △0 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63 43 106

現金及び現金同等物の期首残高 312 316 3

現金及び現金同等物の四半期末残高 249 359 110
 

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（以下、資金という）は１億10百万円増加し、３億59百

万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、９億82百万円の収入（前年同四半期は２億93百万円の支出）となりました。主な内訳は、税金

等調整前四半期純利益８億13百万円、減価償却費５億73百万円、たな卸資産の増加３億80百万円などであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、11億50百万円の支出（前年同四半期は３億65百万円の支出）となりました。主な内容は、有形

固定資産の取得による支出11億50百万円などであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、２億11百万円の収入（前年同四半期は５億99百万円の収入）となりました。主な内容は、長期

借入れによる収入５億円および返済による支出１億79百万円、配当金の支払による支出71百万円などであります。
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(4)  事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新た

に生じた問題はありません。

 

(5)  研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における当社グループが支出した研究開発費の総額は３億66百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000
 

(注) 平成29年６月23日開催の第117期定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で株式併合に伴う定款変更が行

われ、発行可能株式総数は、19,200,000株減少し、4,800,000株となっております。

②  【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,440,000 2,888,000
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は第２四半期
会計期間末では1,000株、
提出日現在では100株であ
あります。

計 14,440,000 2,888,000 － －
 

（注）１.平成29年６月23日開催の第117期定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株

の割合で株式併合行い、発行済株式総数は11,552,000株減少し、2,888,000株となっております。

 ２.平成29年10月１日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年９月30日 － 14,440 － 1,572,000 － 1,008,755
 

（注） 平成29年６月23日開催の第117期定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の

割合で株式併合を行い、発行済株式総数は11,552千株減少し、2,888千株となっております。
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(6) 【大株主の状況】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

住友化学株式会社 東京都中央区新川２丁目27番１号 7,247 50.18

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 505 3.49

吉田　知広 大阪市淀川区 310 2.14

田岡従業員持株会 大阪市淀川区西三国４丁目２番11号 203 1.40

須藤　智巳 東京都中野区 170 1.17

田中　洋二 愛知県名古屋市中区 120 0.83

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲ
Ｓ　ＬＬＣ
(常任代理人インタラクティブ・ブロー
カーズ証券株式会社）

ＯＮＥ　ＰＩＣＫＷＩＣＫ　ＰＬＡＺＡ Ｇ
ＲＥＥＮ　ＷＩＣＨ，
ＣＯＮＮＥＣＴＩＣＵＴ　06830 ＵＳＡ
(東京都中央区日本橋茅場町３丁目２番10号)

116 0.80

株式会社日本触媒 大阪市中央区高麗橋４丁目１番１号 108 0.74

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 104 0.72

ＴＨＥ　ＢＡＮＫ　ＯＦ　ＮＥＷ　ＹＯ
ＲＫ　ＭＥＬＬＯＮ
140040
(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営
業部）

225 ＬＩＢＥＲＴＹ 　ＳＴＲＥＥＴ，ＮＥ
Ｗ　ＹＯＲＫ，ＮＥＷ　ＹＯＲＫ，Ｕ．Ｓ．
Ａ
(東京都港区港南２丁目15番１号）

100 0.69

計 ― 8,983 62.20
 

（注） 上記のほか当社所有の自己株式 103千株（0.71％）があります。
　

(7) 【議決権の状況】

①  【発行済株式】

平成29年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 103,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 14,236,000 14,236 －

単元未満株式 普通株式 101,000 － －

発行済株式総数  14,440,000 － －

総株主の議決権  － 14,236 －
 

（注）「単元未満株式」の株式数には当社所有の自己株式465株が含まれております。
　

②  【自己株式等】

平成29年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数割合(％)

（自己保有株式）      

田岡化学工業株式会社
大阪市淀川区西三国
４丁目２番11号

103,000 － 103,000 0.71

計 － 103,000 － 103,000 0.71
 

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで）および第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 316,538 359,823

  受取手形及び売掛金 4,769,984 4,761,634

  商品及び製品 2,951,176 3,149,187

  仕掛品 78,908 142,584

  原材料及び貯蔵品 1,639,207 1,757,868

  その他 446,153 588,239

  貸倒引当金 △24 －

  流動資産合計 10,201,944 10,759,337

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 7,029,525 8,004,483

    減価償却累計額 △4,988,752 △5,082,711

    建物及び構築物（純額） 2,040,772 2,921,771

   機械装置及び運搬具 19,189,506 21,279,143

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,158,311 △16,486,010

    機械装置及び運搬具（純額） 3,031,195 4,793,132

   その他 3,539,916 3,523,750

    減価償却累計額 △1,491,806 △1,512,091

    その他（純額） 2,048,109 2,011,659

   有形固定資産合計 7,120,078 9,726,563

  無形固定資産 39,823 40,977

  投資その他の資産   

   その他 808,341 863,149

   貸倒引当金 △700 △700

   投資その他の資産合計 807,641 862,449

  固定資産合計 7,967,543 10,629,990

 資産合計 18,169,487 21,389,328
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 3,688,460 3,914,663

  短期借入金 635,000 600,000

  1年内返済予定の長期借入金 660,000 710,000

  未払法人税等 233,922 285,076

  賞与引当金 388,237 393,640

  その他 1,165,415 3,211,151

  流動負債合計 6,771,035 9,114,531

 固定負債   

  長期借入金 321,095 591,365

  退職給付に係る負債 2,345,177 2,401,389

  その他 206,180 205,622

  固定負債合計 2,872,452 3,198,377

 負債合計 9,643,488 12,312,908

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,572,000 1,572,000

  資本剰余金 1,008,755 1,008,755

  利益剰余金 5,993,320 6,507,496

  自己株式 △26,989 △28,093

  株主資本合計 8,547,087 9,060,158

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 39,694 61,505

  為替換算調整勘定 17,703 17,999

  退職給付に係る調整累計額 △78,486 △63,244

  その他の包括利益累計額合計 △21,088 16,261

 純資産合計 8,525,998 9,076,419

負債純資産合計 18,169,487 21,389,328
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第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)

売上高 9,711,701 10,103,844

売上原価 7,780,038 7,872,131

売上総利益 1,931,663 2,231,713

販売費及び一般管理費 ※  1,404,573 ※  1,435,341

営業利益 527,089 796,372

営業外収益   

 受取利息 263 312

 受取配当金 11,006 15,668

 その他 10,587 16,807

 営業外収益合計 21,858 32,789

営業外費用   

 支払利息 7,578 5,139

 為替差損 13,098 1,647

 その他 548 830

 営業外費用合計 21,224 7,618

経常利益 527,723 821,543

特別損失   

 固定資産除却損 38,291 8,001

 特別損失合計 38,291 8,001

税金等調整前四半期純利益 489,431 813,541

法人税、住民税及び事業税 167,218 261,072

法人税等調整額 △33,395 △33,402

法人税等合計 133,822 227,670

四半期純利益 355,609 585,870

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 355,609 585,870
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第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)

四半期純利益 355,609 585,870

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 2,992 21,810

 為替換算調整勘定 △13,796 296

 退職給付に係る調整額 21,535 15,242

 その他の包括利益合計 10,731 37,349

四半期包括利益 366,341 623,220

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 366,341 623,220

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第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)

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 489,431 813,541

 減価償却費 506,381 573,628

 受取利息及び受取配当金 △11,270 △15,981

 支払利息 7,578 5,139

 固定資産除却損 38,291 8,001

 売上債権の増減額（△は増加） △23,372 8,659

 たな卸資産の増減額（△は増加） △80,848 △380,203

 仕入債務の増減額（△は減少） △516,968 225,827

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 114,017 78,168

 その他 △236,668 △146,629

 小計 286,571 1,170,152

 利息及び配当金の受取額 11,270 15,981

 利息の支払額 △7,755 △5,338

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △583,814 △198,282

 営業活動によるキャッシュ・フロー △293,726 982,512

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 △363,341 △1,150,782

 投資有価証券の取得による支出 △91 △101

 無形固定資産の取得による支出 △2,126 －

 その他 317 687

 投資活動によるキャッシュ・フロー △365,241 △1,150,196

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） 892,799 △35,000

 長期借入れによる収入 － 500,000

 長期借入金の返済による支出 △205,000 △179,730

 自己株式の増減額（△は増加） △335 △1,104

 配当金の支払額 △86,064 △71,695

 その他 △1,781 △1,361

 財務活動によるキャッシュ・フロー 599,618 211,108

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,863 △139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,212 43,284

現金及び現金同等物の期首残高 312,806 316,538

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  249,594 ※  359,823
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(原価差異の繰延処理)

操業度等の季節的な変動に起因した原価差異が発生し、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれる場合に

は、当該原価差異を繰延べております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※ 四半期連結会計期間末日満期手形および期日現金決済（手形と同条件で手形期日に現金決済する方式）の会計処

理については、手形交換日または期日現金決済日をもって決済処理しております。なお、当第２四半期連結会計

期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、四半期連結会計期間末残

高に含まれております。

 前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

受取手形及び売掛金 －千円 612,631千円

支払手形及び買掛金 －千円 337,895千円

その他（流動負債） －千円 37,377千円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

　※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。

 前第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

至 平成28年９月30日)

当第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)

運送費及び保管費 278,589千円 275,843千円

給料手当及び福利費 337,555千円 342,359千円

賞与引当金繰入額 73,141千円 80,025千円

退職給付費用 34,433千円 34,109千円

研究開発費 361,481千円 366,431千円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりで

あります。

 
 
 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年９月30日)

当第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)

現金及び預金勘定 249,594千円 359,823千円

現金及び現金同等物 249,594千円 359,823千円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

 

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月24日

定時株主総会
普通株式 86,064 6.00 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金

 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年10月27日

取締役会
普通株式 71,714 5.00 平成28年９月30日 平成28年12月２日 利益剰余金

 

 

Ⅱ　当第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．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月10日

取締役会
普通株式 71,695 5.00 平成29年３月31日 平成29年６月６日 利益剰余金

 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年10月30日

取締役会
普通株式 71,682 5.00 平成29年９月30日 平成29年12月４日 利益剰余金
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(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28年４月１日 至 平成28年９月30日）

報告セグメントごとの売上高および利益また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）１
合計

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３化学工業

売上高      

  外部顧客への売上高 9,479,890 231,810 9,711,701 － 9,711,701

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 25,906 25,906 △25,906 －

計 9,479,890 257,717 9,737,608 △25,906 9,711,701

セグメント利益 518,591 8,035 526,626 463 527,089

 

(注) １  「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、化学分析受託事業であります。

２ セグメント利益の調整額463千円は、セグメント間取引の消去に伴う調整額であります。

３  セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第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）

報告セグメントごとの売上高および利益また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）１
合計

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３化学工業

売上高      

  外部顧客への売上高 9,858,675 245,169 10,103,844 － 10,103,844

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 25,480 25,480 △25,480 －

計 9,858,675 270,649 10,129,325 △25,480 10,103,844

セグメント利益 784,220 11,786 796,006 365 796,372

 

(注) １  「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、化学分析受託事業であります。

２ セグメント利益の調整額365千円は、セグメント間取引の消去に伴う調整額であります。

３  セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年９月30日)

当第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株当たり四半期純利益金額 123円96銭 204円31銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 355,609 585,870

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

355,609 585,870

普通株式の期中平均株式数(千株) 2,868 2,867
 

(注) １. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２. 当社は平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度

の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

平成29年10月30日開催の取締役会において、平成29年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり第

118期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）中間配当を行うことを決議いたしました。

 

①  配当金の総額 71,682千円

②  １株当たりの金額 ５円

③  支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成29年12月４日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年11月10日

田岡化学工業株式会社

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   松   本      学      印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   東   浦   隆   晴   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている田岡化学工業株

式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日か

ら平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、田岡化学工業株式会社及び連結子会社の平成29年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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