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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第２四半期 12,599 △6.2 1,332 7.3 1,374 8.4 1,002 6.9

28年３月期第２四半期 13,429 △3.9 1,241 86.6 1,267 62.9 937 △5.2

(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 779 百万円 (19.0％) 28年３月期第２四半期 655 百万円 ( △44.5％)
　

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

29年３月期第２四半期 143.00 －

28年３月期第２四半期 130.71 －
（注）当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、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、１株当たり四半期純利益を算定しております。
　

（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 ％

29年３月期第２四半期 48,830 38,928 77.5

28年３月期 48,806 38,868 77.1

(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 37,851百万円 　28年３月期 37,641百万円

　

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

28年３月期 － 3.00 － 3.00 6.00

29年３月期 － 4.00

29年３月期(予想) － 40.00 －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
※平成29年３月期第２四半期末配当金４円00銭の内訳は、普通配当３円00銭と記念配当１円00銭になります。

また、当社は平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。平成29年３月期（予想）の１株当たり期

末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「―」として記載しております。詳細につきまし

ては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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 25,600 0.0 2,100 2.0 2,200 2.2 1,500 10.1 209.60

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
※平成29年３月期の通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。詳細につきまし

ては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
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※ 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

（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) 29年３月期２Ｑ 8,998,308株 28年３月期 8,998,308株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 2,065,378株 28年３月期 1,917,873株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 7,007,450株 28年３月期２Ｑ 7,174,303株

（注）当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、

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、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均

株式数を算定しております。

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

　この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー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。

　

（株式併合後の配当及び業績予想について）

当社は、平成28年６月28日開催の第99回定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成28年10月１

日を効力発生日として、当社普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。なお、株式併合考慮前

に換算した平成29年３月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。

　１．平成29年３月期の期末の配当予想

　 １株当たり配当金 ４円00銭

　２．平成29年３月期の通期の連結業績予想

　 １株当たり当期純利益 20円96銭
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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、政府の経済政策により企業収益や個人消費は緩やかな回復基

調で推移いたしました。一方で、中国をはじめとした新興国経済の減速傾向や、不安定な欧州政情により海外経済

の下振れリスクが高まってきており、先行きは不透明な状況となっております。

　このような経済環境のもと、当社グループは、グループの更なる事業基盤の強化を図り、事業環境の変化に対応

し、新規顧客の獲得やきめ細かい技術指導等を提供するなど積極的な事業活動を行ってまいりました。

　化学品事業においては、電子材料向け樹脂は堅調に推移いたしましたが、自動車関連向け樹脂及び建設機械向け

樹脂は需要低迷の影響を受け低調に推移いたしました。その結果、化学品事業は減収となりました。

　食品事業においては、異性化糖の各種飲料向けが伸び悩んだ結果、減収となりました。

　不動産活用業は、ほぼ前年並みで推移いたしました。

　以上の結果、当社グループの売上高は前年同期比6.2％減少の12,599百万円となりました。

　利益面では、グループ全体で生産効率向上及びコスト削減の取り組みを実施した結果、営業利益は前年同期比

7.3％増加の1,332百万円、経常利益は前年同期比8.4％増加の1,374百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は

前年同期比6.9％増加の1,002百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末と比べ23百万円増加し、48,830百万円となりまし

た。これは、主に有価証券が増加したことによるものです。

　負債合計は前連結会計年度末と比べ36百万円減少し、9,902百万円となりました。これは、借入金が返済により

減少したことによるものです。

　純資産合計は前連結会計年度末と比べ59百万円増加し、38,928百万円となりました。これは、自己株式の取得に

よる減少や、為替換算調整勘定及びその他有価証券評価差額金の減少があったものの、親会社株主に帰属する四半

期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の連結業績予想につきましては、平成28年５月13日発表の通期の数値から変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得

した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であり

ます。

　

（４）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。

３．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。
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４．四半期連結財務諸表

（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28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,648 9,686

受取手形及び売掛金 6,842 6,725

有価証券 1,309 2,112

商品及び製品 2,138 1,453

仕掛品 54 544

原材料及び貯蔵品 814 865

その他 356 384

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 22,163 21,772

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 21,327 21,394

減価償却累計額及び減損損失累計額 △15,232 △15,349

建物及び構築物（純額） 6,095 6,044

機械装置及び運搬具 28,719 28,575

減価償却累計額及び減損損失累計額 △26,126 △26,206

機械装置及び運搬具（純額） 2,592 2,368

土地 7,969 7,969

リース資産 102 125

減価償却累計額及び減損損失累計額 △66 △75

リース資産（純額） 35 50

建設仮勘定 175 486

その他 2,762 2,765

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,350 △2,366

その他（純額） 411 398

有形固定資産合計 17,280 17,318

無形固定資産 17 24

投資その他の資産

投資有価証券 7,973 8,366

その他 1,451 1,428

貸倒引当金 △79 △79

投資その他の資産合計 9,344 9,715

固定資産合計 26,643 27,058

資産合計 48,806 48,830
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,034 2,991

1年内返済予定の長期借入金 784 709

未払金 1,297 1,327

未払法人税等 161 376

賞与引当金 317 378

その他 98 225

流動負債合計 5,695 6,010

固定負債

長期借入金 2,304 1,950

環境対策引当金 38 38

固定資産撤去引当金 21 21

退職給付に係る負債 1,301 1,303

その他 576 578

固定負債合計 4,243 3,891

負債合計 9,938 9,902

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 25,689 25,689

利益剰余金 11,103 11,893

自己株式 △5,013 △5,449

株主資本合計 36,780 37,133

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 851 946

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 112 △138

退職給付に係る調整累計額 △102 △89

その他の包括利益累計額合計 861 718

非支配株主持分 1,227 1,076

純資産合計 38,868 38,928

負債純資産合計 48,806 48,830
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第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)

売上高 13,429 12,599

売上原価 10,506 9,513

売上総利益 2,922 3,085

販売費及び一般管理費 1,680 1,752

営業利益 1,241 1,332

営業外収益

受取利息 28 31

受取配当金 50 48

持分法による投資利益 2 7

その他 21 24

営業外収益合計 103 112

営業外費用

支払利息 7 9

為替差損 49 46

その他 19 15

営業外費用合計 77 70

経常利益 1,267 1,374

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 0

保険差益 0 0

会員権償還益 10 －

受取和解金 － 43

特別利益合計 10 43

特別損失

固定資産処分損 13 25

環境対策引当金繰入額 3 －

固定資産撤去引当金繰入額 2 －

その他 － 0

特別損失合計 20 26

税金等調整前四半期純利益 1,258 1,391

法人税、住民税及び事業税 199 327

法人税等調整額 54 △24

法人税等合計 254 303

四半期純利益 1,003 1,087

非支配株主に帰属する四半期純利益 65 85

親会社株主に帰属する四半期純利益 937 1,002
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第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)

四半期純利益 1,003 1,087

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △273 96

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 △70 △416

退職給付に係る調整額 8 13

持分法適用会社に対する持分相当額 △13 △1

その他の包括利益合計 △348 △308

四半期包括利益 655 779

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 616 859

非支配株主に係る四半期包括利益 38 △79
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（３）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）

　 当第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)

　該当事項はありません。
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