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(百万円未満切捨て)

１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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 ％

28年３月期第３四半期 75,505 1.8 5,194 30.9 5,424 17.6 3,299 18.8

27年３月期第３四半期 74,153 7.8 3,968 12.8 4,613 14.2 2,777 21.9
(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 3,372百万円( △29.4％) 27年３月期第３四半期 4,777百万円( 26.3％)

　

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

28年３月期第３四半期 31.31 26.01

27年３月期第３四半期 26.36 23.21
　

　

（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 ％

28年３月期第３四半期 100,517 50,157 49.9

27年３月期 100,893 47,704 47.3
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 50,157百万円 27年３月期 47,704百万円

　

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

27年３月期 － 4.00 － 4.00 8.00

28年３月期 － 5.00 －

28年３月期(予想) 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

　 28年３月期第２四半期末配当金の内訳 普通配当 4円00銭 記念配当 1円00銭

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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 105,000 3.6 6,000 16.0 6,300 9.6 3,800 10.1 36.07
(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）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)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（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
　

(注)詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの
変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（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) 28年３月期３Ｑ 111,771,671株 27年３月期 111,771,671株

② 期末自己株式数 28年３月期３Ｑ 6,416,785株 27年３月期 6,411,660株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期３Ｑ 105,357,329株 27年３月期３Ｑ 105,350,991株

　
　

※ 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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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および合理的であ
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。業
績予想の前提となる条件およ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、四半期決算短信（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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」を
ご覧下さい。
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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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな景気回

復基調が続いているものの、米国の利上げが実施され、中国をはじめとする新興国等の景気減速への警戒感も高まって

きており、先行き不透明な状況で推移しました。

このような環境のもと、当社グループは、５カ年の中期経営計画『ＮＥＸＴ ＦＲＯＮＴＩＥＲ－１００』の２年目

にあたり、「新製品・新規事業の創出」、「海外事業の拡大」および「既存事業の再構築・再強化」を３つの方針として、

事業の拡大・強化ならびにコスト削減に取り組んでまいりました。

基礎化学品では、クロール・アルカリは、市況軟化の影響により売上高が減少しましたが、エピクロルヒドリンは、

国内および海外ともに需要が堅調に推移しましたので、売上高は322億４千１百万円と前年同期比0.2％の増加となりま

した。

機能化学品では、エピクロルヒドリンゴム関連は、中国の経済成長鈍化の影響で中国向け輸出が減少しましたが、そ

の他のアジア地域向け輸出が堅調に推移したことにより、売上高が増加しました。ダップ樹脂は、ＵＶインキ用途を中

心に国内販売が堅調に推移し、海外についてもアジア地域で輸出が増加したため、売上高が増加しました。医薬品精製

材料は、中国市場向けが大幅に増加したことに加え、糖尿病治療薬用途向けも欧米を中心に好調に推移し、売上高が増

加しました。医薬品原薬・中間体は、抗潰瘍薬および抗インフルエンザ薬の中間体等が堅調に推移し、売上高が増加し

ました。アリルエーテル類は、中国経済減速にともない販売量が減少したため、売上高が減少しました。以上の結果、

機能化学品の売上高は277億３千４百万円と前年同期比8.1％の増加となりました。

住宅設備ほかでは、生活関連商品は、季節商品が低調に推移し、エンジニアリング事業においても大型工事案件が減

少したため、売上高は155億２千９百万円と前年同期比4.9％の減少となりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は755億５百万円と前年同期比1.8％の増加となりました。利益面

においては、機能化学品事業の伸長により、営業利益は51億９千４百万円と前年同期比30.9％の増加、経常利益も54億

２千４百万円と前年同期比17.6％の増加、親会社株主に帰属する四半期純利益も32億９千９百万円と前年同期比18.8％

の増加となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて、1.1％増加し590億７千６百万円となりました。これは、主として受取手形

及び売掛金が27億５千８百円増加、現金及び預金が23億３千７百万円増加、商品及び製品が11億７千３百万円増加、有

価証券が59億９千９百万円減少したことによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて、2.4％減少し414億４千１百万円となりました。これは、主として有形固定

資産が８億１千５百万円減少したことによります。

　この結果、当第３四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て、0.4％減少し1,005億１千７

百万円となりました。

(負債)

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて、3.1％減少し312億５千２百万円となりました。これは、主として支払手形

及び買掛金が６億４千２百万円減少したことによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて、8.7％減少し191億７百万円となりました。これは、主として長期借入金が

18億１千万円減少したことによります。

　この結果、当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて、5.3％減少し503億５千９

百万円となりました。

(純資産)

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて、5.1％増加し501億５千７百万円となり

ました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年３月期の業績予想につきましては、平成27年５月８日発表の業績予想に変更はありません。今後、何らかの

変化がある場合には適切に開示してまいります。

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)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の

持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として

計上する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、

暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連

結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該

表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行ってお

ります。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）

および事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の

期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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３．四半期連結財務諸表

（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27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,596 9,934

受取手形及び売掛金 28,172 30,931

有価証券 12,499 6,499

商品及び製品 5,669 6,843

仕掛品 1,127 1,662

原材料及び貯蔵品 2,186 2,076

その他 1,203 1,135

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 58,450 59,076

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 11,581 11,444

その他（純額） 9,005 8,326

有形固定資産合計 20,586 19,771

無形固定資産

のれん 902 804

その他 257 274

無形固定資産合計 1,159 1,079

投資その他の資産

投資有価証券 19,452 19,487

その他 1,251 1,111

貸倒引当金 △6 △8

投資その他の資産合計 20,697 20,590

固定資産合計 42,443 41,441

資産合計 100,893 100,517
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,764 15,122

短期借入金 8,880 8,880

1年内返済予定の長期借入金 2,480 2,430

未払法人税等 915 675

賞与引当金 720 355

その他 3,497 3,790

流動負債合計 32,258 31,252

固定負債

新株予約権付社債 10,000 10,000

長期借入金 5,400 3,590

役員退職慰労引当金 615 534

退職給付に係る負債 2,447 2,428

その他 2,467 2,553

固定負債合計 20,930 19,107

負債合計 53,189 50,359

純資産の部

株主資本

資本金 10,882 10,882

資本剰余金 9,399 9,399

利益剰余金 22,038 24,390

自己株式 △1,663 △1,665

株主資本合計 40,657 43,006

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,900 6,985

繰延ヘッジ損益 7 △18

為替換算調整勘定 22 49

退職給付に係る調整累計額 118 134

その他の包括利益累計額合計 7,047 7,151

純資産合計 47,704 50,157

負債純資産合計 100,893 100,517
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第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)

売上高 74,153 75,505

売上原価 62,485 62,041

売上総利益 11,668 13,463

販売費及び一般管理費 7,699 8,269

営業利益 3,968 5,194

営業外収益

受取利息 12 20

受取配当金 260 300

為替差益 497 －

その他 48 36

営業外収益合計 819 357

営業外費用

支払利息 93 71

社債発行費 36 －

為替差損 － 42

その他 45 12

営業外費用合計 174 126

経常利益 4,613 5,424

特別利益

固定資産売却益 30 －

投資有価証券売却益 6 18

新株予約権戻入益 11 －

特別利益合計 48 18

特別損失

固定資産除却損 253 266

創立100周年記念費用 － 216

特別損失合計 253 483

税金等調整前四半期純利益 4,408 4,960

法人税、住民税及び事業税 1,300 1,392

法人税等調整額 330 268

法人税等合計 1,631 1,661

四半期純利益 2,777 3,299

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 2,777 3,299
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第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)

四半期純利益 2,777 3,299

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,918 85

繰延ヘッジ損益 50 △25

為替換算調整勘定 3 △3

退職給付に係る調整額 27 16

その他の包括利益合計 2,000 73

四半期包括利益 4,777 3,372

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,777 3,372

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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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：百万円）

基礎化学品 機能化学品 住宅設備ほか 合計
調整額
(注１)

四半期連結損益
計算書計上額
（注２）

売上高

　外部顧客への売上高 32,171 25,648 16,334 74,153 － 74,153

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

12 1 860 873 △873 －

計 32,183 25,649 17,194 75,027 △873 74,153

セグメント利益 1,154 3,304 277 4,735 △767 3,968

(注) １ セグメント利益の調整額△767百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究開発等および管理部門の一部に係る費用であります。

　 ２ 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）

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：百万円）

基礎化学品 機能化学品 住宅設備ほか 合計
調整額
(注１)

四半期連結損益
計算書計上額
（注２）

売上高

　外部顧客への売上高 32,241 27,734 15,529 75,505 － 75,505

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

17 2 340 360 △360 －

計 32,259 27,736 15,869 75,865 △360 75,505

セグメント利益 1,417 4,380 153 5,950 △756 5,194

(注) １ セグメント利益の調整額△756百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究開発等および管理部門の一部に係る費用であります。

　 ２ 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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