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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第１四半期の業績（平成30年４月１日～平成30年６月30日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年３月期第１四半期 5,548 11.9 398 21.0 434 40.0 278 △11.5

30年３月期第１四半期 4,957 10.8 328 79.9 310 702.6 314 ―
　

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

31年３月期第１四半期 35.10 ―

30年３月期第１四半期 39.67 ―
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

31年３月期第１四半期 30,866 8,014 26.0

30年３月期 30,128 7,783 25.8
(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 8,014百万円 30年３月期 7,783百万円

　

　　

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

30年３月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

31年３月期 ―

31年３月期(予想) 5.00 ― 5.00 10.00

(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．平成31年３月期の業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 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

第２四半期(累計) 11,000 7.0 540 △29.6 480 △34.1 320 △45.7 40.32

通期 22,000 7.1 1,100 △15.4 1,000 △8.2 670 △22.4 84.41

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）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 ： 無

　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
　

　

（３）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) 31年３月期１Ｑ 8,143,390株 30年３月期 8,143,390株

② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 206,148株 30年３月期 206,148株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 7,937,242株 30年３月期１Ｑ 7,937,353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
・本資料に記載されている業績見通しなど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状況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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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。
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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

（全般の概況）

　当第1四半期の世界経済は、米国では企業収益の改善や好調な雇用環境を背景に回復が続き、欧州でも緩やかな

拡大が続きました。さらに、中国では個人消費・インフラ投資は減速したものの、良好な雇用・所得環境や輸入の

拡大を背景に堅調に推移しました。

　しかしながら、各国・地域における地政学的リスク、金融資本市場の動向、原油価格の変動に加え、米中貿易摩

擦の推移など引き続き注視が必要な状況が続いています。

　一方、わが国経済は雇用・所得情勢の改善を受けた個人消費の持ち直しや堅調な企業収益により緩やかな景気拡

大が続きました。

このような状況のもと、当社はお客様との関係強化に努め、積極的な拡販、新製品の開発、コスト削減に取り組

み、当第１四半期累計期間の売上高は5,548,793千円(前年同期比+591,482千円、+11.9%)、営業利益は398,014千円

(前年同期比+69,089千円、+21.0%)、経常利益は434,740千円(前年同期比+124,234千円、+40.0%)、四半期純利益は

278,597千円(前年同期比△36,306千円、△11.5%)となりました。

（セグメント別の概況）

【感光性材料事業】

半導体向け感光性材料は、IoTによる電子デバイス使用量の大幅増加、およびデータ通信量増大によるDRAMお

よび3次元フラッシュメモリーの需要増、堅調なLCDマーケットにより、旧世代の感光性材料は昨年度に引き続き

好調な販売となりました。一方、スマートフォン先端機種の販売低下により、該当機種搭載の一部感光性材料が

やや軟調となりました。新たに新規EUV世代向け感光性材料の販売が開始され、新製品販売が増加しました。

この結果、同事業の売上高は2,970,908千円（前年同期比+214,567千円、+7.8％）、営業利益298,951千円（前

年同期比△68,388千円）となりました。

【化成品事業】

化成品部門は、IoT化の進む中、需要が旺盛である情報処理向けの半導体メモリー分野や、スマートフォン・

EV（電気自動車）向け部材といった成長率の高い領域において、お客様が生産量を伸ばしていることにより、電

子材料向け高純度合成溶剤製品の販売が堅調に推移しました。一方、香料分野でも、国内外の大手香料メーカー

のシェア拡大により、これらのお客様向け販売が増加しました。

ロジスティック部門は、顧客満足度向上に努めた結果、タンク契約率、回転率共に高水準で推移しておりま

す。

この結果、同事業の売上高は2,577,884千円（前年同期比+376,915千円、+17.1%)、営業利益は99,063千円（前

年同期比+137,478千円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間における総資産は30,866,653千円となり、前事業年度末比737,873千円の増加となりま

した。

流動資産は13,238,766千円で、前事業年度末比621,312千円の増加となりました。これは主に現金及び預金

338,448千円の減少、受取手形及び売掛金571,541千円の増加および商品及び製品284,339千円の増加によるもの

であります。

固定資産は17,627,886千円で、前事業年度末比116,560千円の増加となりました。これは主に取得による増加

645,260千円および減価償却による減少462,005千円等によるものであります。

流動負債は16,824,121千円で、前事業年度末比966,448千円の増加となりました。これは主に短期借入金

1,250,000千円の増加および1年内返済予定の長期借入金330,726千円の減少によるものであります。

固定負債は6,027,893千円で、前事業年度末比459,953千円の減少となりました。これは主に長期借入金

501,914千円の減少によるものであります。

純資産合計は8,014,638千円で、前事業年度末比231,378千円の増加となりました。これは主に四半期純利益

278,597千円によるものであります。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年３月期の第２四半期累計期間および通期の業績予想につきましては、平成30年５月11日に公表いたし

ました業績予想からの変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,525,526 2,187,077

受取手形及び売掛金 3,695,501 4,267,042

商品及び製品 4,478,876 4,763,215

仕掛品 167,361 205,052

原材料及び貯蔵品 1,462,315 1,517,928

その他 291,639 302,764

貸倒引当金 △3,765 △4,314

流動資産合計 12,617,454 13,238,766

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,684,898 7,329,865

機械装置及び運搬具（純額） 2,893,450 3,835,203

土地 4,835,945 4,835,945

その他（純額） 2,170,850 787,595

有形固定資産合計 16,585,145 16,788,609

無形固定資産

その他 331,042 310,310

無形固定資産合計 331,042 310,310

投資その他の資産

その他 595,138 528,966

投資その他の資産合計 595,138 528,966

固定資産合計 17,511,325 17,627,886

資産合計 30,128,780 30,866,653

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,872,471 2,933,515

短期借入金 6,700,000 7,950,000

1年内返済予定の長期借入金 3,123,031 2,792,304

未払法人税等 151,337 87,688

賞与引当金 405,535 242,732

その他の引当金 32,054 8,899

その他 2,573,244 2,808,980

流動負債合計 15,857,673 16,824,121

固定負債

長期借入金 4,637,200 4,135,285

退職給付引当金 1,306,112 1,335,111

役員退職慰労引当金 62,029 64,479

その他 482,505 493,017

固定負債合計 6,487,847 6,027,893

負債合計 22,345,520 22,852,015
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(単位：千円)

前事業年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,618,888 1,618,888

資本剰余金 1,541,589 1,541,589

利益剰余金 4,667,264 4,906,175

自己株式 △89,179 △89,179

株主資本合計 7,738,562 7,977,474

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 44,696 37,370

繰延ヘッジ損益 － △206

評価・換算差額等合計 44,696 37,163

純資産合計 7,783,259 8,014,638

負債純資産合計 30,128,780 30,866,653
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 4,957,310 5,548,793

売上原価 3,947,128 4,417,357

売上総利益 1,010,181 1,131,435

販売費及び一般管理費 681,256 733,420

営業利益 328,925 398,014

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 2,761 3,414

為替差益 9,499 50,345

受取家賃 4,712 5,691

その他 4,673 9,044

営業外収益合計 21,650 68,498

営業外費用

支払利息 37,615 28,916

その他 2,454 2,857

営業外費用合計 40,069 31,773

経常利益 310,505 434,740

特別利益

固定資産売却益 153,814 ―

特別利益合計 153,814 ―

特別損失

固定資産除却損 415 4,524

特別損失合計 415 4,524

税引前四半期純利益 463,904 430,216

法人税、住民税及び事業税 49,183 75,753

法人税等調整額 99,816 75,864

法人税等合計 148,999 151,618

四半期純利益 314,904 278,597
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（３）四半期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。

（追加情報）

　「『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１四半期会

計期間の期首から適用しており、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。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期損益
計算書計上額

(注)感光性材料事業 化成品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,756,341 2,200,969 4,957,310 ― 4,957,310

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 57,251 57,251 △57,251 ―

計 2,756,341 2,258,220 5,014,562 △57,251 4,957,310

セグメント利益又は損失
（△）

367,339 △38,414 328,925 ― 328,925

(注) セグメント利益又は損失は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な事項はありません。

当第１四半期累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期損益
計算書計上額

(注)感光性材料事業 化成品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,970,908 2,577,884 5,548,793 ― 5,548,793

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 65,906 65,906 △65,906 ―

計 2,970,908 2,643,791 5,614,699 △65,906 5,548,793

セグメント利益 298,951 99,063 398,014 ― 398,014

(注) セグメント利益又は損失は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な事項はありません。
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