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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12月31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３四半期 19,154 △1.7 2,223 33.5 2,348 36.2 1,728 33.7

28年３月期第３四半期 19,485 △7.0 1,665 43.5 1,724 29.7 1,292 △15.7

(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 2,193百万円 (119.7％) 28年３月期第３四半期 998百万円 ( △55.4％)
　

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３四半期 247.55 －

28年３月期第３四半期 180.21 －
（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３四半期 50,329 40,060 77.4

28年３月期 48,806 38,868 77.1

(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 38,963百万円 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 2,700 31.2 2,900 34.8 1,800 32.2 257.79

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
※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３Ｑ 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３Ｑ 2,066,289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３Ｑ 6,982,347株 28年３月期３Ｑ 7,174,132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 25円78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３四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る企業収益の改善や個人消費の持ち直し

などにより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は回復の兆しが見られ

るものの、英国のＥＵ離脱問題や米国新政権の政策の不確実性の高まりなどにより、景況感は依然として先行き不

透明な状況が続いております。

　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1.7％減少の19,154百万円となりました。

　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、また在外子会社の利益貢献、前

連結会計年度において不調であった食品事業において改善がみられたこと等により、営業利益は前年同期比33.5％

増加の2,223百万円、経常利益は前年同期比36.2％増加の2,348百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年

同期比33.7％増加の1,728百万円となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第３四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1,522百万円増加し、50,329百万円となりま

した。これは、主に当第３四半期連結会計期間末が金融機関の休日だったため売上債権の回収が翌月になり増加し

たことと、有形固定資産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330百万円増加し、10,268百万円となりました。これは、主に当第３四半期

連結会計期間末が金融機関の休日だったため仕入債務の支払いが翌月になり増加したことと、未払法人税等が増加

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1,192百万円増加し、40,060百万円となりました。これは、自己株式の取

得による減少や為替換算調整勘定の減少があったものの、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が増加したこ

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、当第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し業績の

見直しを行った結果、平成28年５月13日に公表いたしました予想を修正しております。詳細につきましては、本日

付で公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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３四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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,648 9,801

受取手形及び売掛金 6,842 7,419

有価証券 1,309 1,602

商品及び製品 2,138 1,472

仕掛品 54 505

原材料及び貯蔵品 814 901

その他 356 342

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 22,163 22,046

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 21,327 21,468

減価償却累計額及び減損損失累計額 △15,232 △15,406

建物及び構築物（純額） 6,095 6,061

機械装置及び運搬具 28,719 28,942

減価償却累計額及び減損損失累計額 △26,126 △26,295

機械装置及び運搬具（純額） 2,592 2,647

土地 7,969 7,969

リース資産 102 128

減価償却累計額及び減損損失累計額 △66 △79

リース資産（純額） 35 48

建設仮勘定 175 485

その他 2,762 2,775

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,350 △2,389

その他（純額） 411 386

有形固定資産合計 17,280 17,598

無形固定資産 17 24

投資その他の資産

投資有価証券 7,973 9,472

その他 1,451 1,266

貸倒引当金 △79 △79

投資その他の資産合計 9,344 10,660

固定資産合計 26,643 28,283

資産合計 48,806 50,329
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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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,034 3,354

1年内返済予定の長期借入金 784 654

未払金 1,297 1,486

未払法人税等 161 416

賞与引当金 317 208

その他 98 323

流動負債合計 5,695 6,444

固定負債

長期借入金 2,304 1,800

環境対策引当金 38 35

固定資産撤去引当金 21 21

退職給付に係る負債 1,301 1,316

その他 576 651

固定負債合計 4,243 3,824

負債合計 9,938 10,268

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 12,341

自己株式 △5,013 △5,452

株主資本合計 36,780 37,579

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 851 1,625

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 112 △159

退職給付に係る調整累計額 △102 △81

その他の包括利益累計額合計 861 1,383

非支配株主持分 1,227 1,097

純資産合計 38,868 40,060

負債純資産合計 48,806 50,329
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 19,485 19,154

売上原価 15,361 14,283

売上総利益 4,124 4,871

販売費及び一般管理費 2,459 2,648

営業利益 1,665 2,223

営業外収益

受取利息 40 47

受取配当金 51 50

持分法による投資利益 6 12

その他 50 55

営業外収益合計 149 165

営業外費用

支払利息 11 11

為替差損 55 －

その他 22 27

営業外費用合計 90 39

経常利益 1,724 2,348

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 68 0

保険差益 0 0

会員権償還益 10 －

受取和解金 － 128

特別利益合計 78 129

特別損失

固定資産処分損 17 35

環境対策引当金繰入額 9 －

固定資産撤去引当金繰入額 2 －

その他 － 0

特別損失合計 28 35

税金等調整前四半期純利益 1,773 2,441

法人税、住民税及び事業税 253 573

法人税等調整額 156 18

法人税等合計 409 591

四半期純利益 1,363 1,850

非支配株主に帰属する四半期純利益 71 122

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,292 1,728
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 1,363 1,850

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 61 774

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △396 △451

退職給付に係る調整額 12 20

持分法適用会社に対する持分相当額 △43 △0

その他の包括利益合計 △365 342

四半期包括利益 998 2,193

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,083 2,250

非支配株主に係る四半期包括利益 △85 △57
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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３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

　該当事項はありません。
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