
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年８月14日

【四半期会計期間】 第92期第１四半期(自　2018年４月１日　至　2018年６月30日)

【会社名】 昭和化学工業株式会社

【英訳名】 Showa Chemical Industry Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　石橋　健藏

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂２丁目14番32号

【電話番号】 03(5575)6300番

【事務連絡者氏名】 総務企画部長　保田　勝之

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂２丁目14番32号

【電話番号】 03(5575)6300番

【事務連絡者氏名】 総務企画部長　保田　勝之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

昭和化学工業株式会社　大阪オフィス

（大阪市北区堂山町１番５号）

 

EDINET提出書類

昭和化学工業株式会社(E01172)

四半期報告書

 1/17



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91期

第１四半期連結
累計期間

第92期
第１四半期連結

累計期間
第91期

会計期間
自　2017年４月１日
至　2017年６月30日

自　2018年４月１日
至　2018年６月30日

自　2017年４月１日
至　2018年３月31日

売上高 （千円） 2,216,604 2,283,471 8,113,531

経常利益 （千円） 215,678 199,670 741,240

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 147,301 135,743 490,844

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 206,543 95,096 707,050

純資産額 （千円） 4,444,524 4,988,315 4,944,847

総資産額 （千円） 11,375,780 11,988,379 11,670,048

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 13.91 12.82 46.34

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 （％） 39.0 41.5 42.3

（注）１．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。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．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。

４．「『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、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営

指標については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標となっております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、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。

 

２【経営者による財政状態、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、当四半期報告書提出日現在において判断したものであります。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

　当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、緩やかな回復基調が続いているものの、通商問題の動向や地

政学的リスクが経済の下振れ圧力となる可能性もあり、依然として先行きが不透明な状況が続いております。

　当業界におきましては、国内需要の伸び悩みなどにより、引き続き厳しい状況で推移しております。

　このような経営環境の中、当社グループは、売上目標達成のため積極的な拡販活動を展開すると同時に、全社規

模でのコスト削減策を実施するなど、各種施策を推進し利益確保に尽力しました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高22億83百万円（前年同期比3.0％増）となりました。利

益面では、燃料費をはじめとする原材料価格上昇の影響などにより、経常利益１億99百万円（同7.4％減）、親会

社株主に帰属する四半期純利益１億35百万円（同7.8％減）となりました。

　なお、当社グループは単一セグメントのため、製品別の業績を記載すると次のとおりであります。

 

濾過助剤

　当期間におきましては、国内市場での清涼飲料向け製品、甘味料向け製品及び化学工業向け製品の売上が増加し

たことに加え、海外市場での売上が増加しました。この結果、売上高は11億92百万円（前年同期比4.3％増）とな

りました。

 

建材・充填材

　当期間におきましては、国内市場での売上が伸び悩んだものの、海外市場での売上が増加しました。この結果、

売上高は３億74百万円（同2.8％増）となりました。

 

化成品

　当期間におきましては、各種塩素剤の売上が増加しました。この結果、売上高は５億44百万円（同2.4％増）と

なりました。

 

その他の製品

　当期間におきましては、各種化学品等の売上が減少しました。この結果、売上高は１億71百万円（同2.8％減）

となりました。

 

②財政状態

　当第１四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３億18百万円増加し、119億88百万円

となりました。主な増加は、受取手形及び売掛金４億14百万円であり、主な減少は、投資有価証券39百万円であり

ます。

　負債は、前連結会計年度末に比べ２億74百万円増加し、70億円となりました。主な増加は、支払手形及び買掛金

２億76百万円であります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ43百万円増加し、49億88百万円となりました。主な増加は、親会社株主に帰

属する四半期純利益１億35百万円であり、主な減少は、利益剰余金の配当金の支払い52百万円であります。

　なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の42.3％から41.5％となりました。

 

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（３）研究開発活動

　　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は、総額26百万円であります。なお、当第１四半

期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第１四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。
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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 32,000,000

計 32,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2018年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2018年８月14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 11,979,000 11,979,000
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株

計 11,979,000 11,979,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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

（株）

発行済株式総
数残高（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）

2018年４月１日～

2018年６月30日
－ 11,979,000 － 598,950 － 527,529

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2018年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

2018年６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） 普通株式    1,415,900 － 　－

完全議決権株式（その他） 普通株式   10,559,900 105,599 　－

単元未満株式 普通株式        3,200 － 　－

発行済株式総数            11,979,000 － －

総株主の議決権 － 105,599 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式73株が含まれております。

 

②【自己株式等】

2018年６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
式数の割合

（％）

昭和化学工業株式会社
東京都港区赤坂

２丁目14番32号
986,900 － 986,900 8.24

白山工業株式会社
東京都港区赤坂

２丁目14番32号
429,000 － 429,000 3.58

計 － 1,415,900 － 1,415,900 11.82

(注)当第１四半期会計期間末日現在の自己株式等の数は1,413,600株であります。

 

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１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、八重洲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
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,945,632 1,937,054

受取手形及び売掛金 ※２ 2,532,994 ※２ 2,947,807

商品及び製品 222,644 221,644

仕掛品 436,456 429,069

原材料及び貯蔵品 108,087 119,985

その他 47,963 47,865

貸倒引当金 △6,062 △5,935

流動資産合計 5,287,716 5,697,490

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 934,063 921,481

機械装置及び運搬具（純額） 655,767 653,440

土地及び原料用地（純額） 1,159,983 1,159,572

その他（純額） 179,955 157,818

有形固定資産合計 2,929,769 2,892,313

無形固定資産   

その他 53,933 51,937

無形固定資産合計 53,933 51,937

投資その他の資産   

投資有価証券 2,821,692 2,781,694

長期貸付金 68,930 68,530

繰延税金資産 25,611 23,598

その他 586,062 575,346

貸倒引当金 △103,668 △102,531

投資その他の資産合計 3,398,628 3,346,637

固定資産合計 6,382,332 6,290,888

資産合計 11,670,048 11,988,379
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※２ 1,038,822 ※２ 1,314,980

短期借入金 2,198,801 2,347,394

1年内償還予定の社債 260,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 337,356 309,856

未払法人税等 146,158 52,354

賞与引当金 44,682 12,359

その他 452,193 516,739

流動負債合計 4,478,014 4,813,685

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 697,954 632,990

繰延税金負債 60,820 58,169

役員退職慰労引当金 18,998 18,998

退職給付に係る負債 827,158 840,562

その他 142,256 135,658

固定負債合計 2,247,187 2,186,379

負債合計 6,725,201 7,000,064

純資産の部   

株主資本   

資本金 598,950 598,950

資本剰余金 571,209 570,908

利益剰余金 3,380,542 3,463,471

自己株式 △421,682 △420,292

株主資本合計 4,129,019 4,213,037

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 756,643 724,423

土地再評価差額金 △11,240 △11,233

為替換算調整勘定 63,198 54,036

その他の包括利益累計額合計 808,601 767,227

非支配株主持分 7,226 8,050

純資産合計 4,944,847 4,988,315

負債純資産合計 11,670,048 11,988,379
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日
　至　2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

売上高 2,216,604 2,283,471

売上原価 1,488,856 1,565,948

売上総利益 727,748 717,523

販売費及び一般管理費 539,952 551,172

営業利益 187,796 166,350

営業外収益   

受取利息及び配当金 11,583 12,277

持分法による投資利益 6,378 22,324

固定資産賃貸料 13,669 13,425

売電収入 9,226 8,309

その他 9,716 5,299

営業外収益合計 50,575 61,636

営業外費用   

支払利息 11,562 9,840

売電費用 4,926 4,927

為替差損 2,301 9,845

その他 3,902 3,704

営業外費用合計 22,693 28,317

経常利益 215,678 199,670

特別利益   

固定資産売却益 359 99

投資有価証券売却益 563 －

特別利益合計 922 99

特別損失   

投資有価証券売却損 － 30

固定資産除却損 － 52

会員権売却損 － 179

特別損失合計 － 262

税金等調整前四半期純利益 216,601 199,507

法人税、住民税及び事業税 54,781 49,442

法人税等調整額 13,815 13,587

法人税等合計 68,596 63,029

四半期純利益 148,004 136,478

非支配株主に帰属する四半期純利益 702 734

親会社株主に帰属する四半期純利益 147,301 135,743
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日
　至　2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

四半期純利益 148,004 136,478

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 63,632 △31,899

為替換算調整勘定 1,709 168

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,803 △9,651

その他の包括利益合計 58,538 △41,382

四半期包括利益 206,543 95,096

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 205,837 94,369

非支配株主に係る四半期包括利益 705 726
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【注記事項】

（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。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　１　受取手形割引高

 
前連結会計年度

（2018年３月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2018年６月30日）

受取手形割引高 1,995千円 3,326千円

 

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当第１

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が四半期連結会計期間末

日残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

（2018年３月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2018年6月30日）

受取手形 107,031千円 94,168千円

支払手形 36,427千円 35,403千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年６月30日）

減価償却費 68,220千円 68,416千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2017年４月１日　至2017年６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

2017年６月29日

定時株主総会
普通株式 32,976 3 2017年３月31日 2017年６月30日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2018年４月１日　至2018年６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

2018年６月28日

定時株主総会
普通株式 54,960 5 2018年３月31日 2018年６月29日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自2017年４月１日　至2017年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自2018

年４月１日　至2018年６月30日）

　当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 13円91銭 12円82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）
147,301 135,743

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）
147,301 135,743

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,591 10,591

 （注）　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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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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  

 

2018年８月13日

昭和化学工業株式会社

取締役会　御中

 

　八重洲監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 武田　勇蔵　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 渡邊　考志　　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」に掲げられている昭和化学工業株

式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６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、昭和化学工業株式会社及び連結子会社の2018年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績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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