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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157期

第３四半期
連結累計期間

第158期
第３四半期
連結累計期間

第157期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （百万円） 26,939 27,389 36,481

経常利益 （百万円） 1,477 2,758 2,133

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 1,294 2,114 1,168

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,956 2,337 3,070

純資産額 （百万円） 26,791 29,803 27,905

総資産額 （百万円） 59,282 60,846 57,942

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 14.71 24.04 13.28

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 （％） 45.2 49.0 48.2

 

回次
第157期

第３四半期
連結会計期間

第158期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 6.07 7.45

（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．「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）等を適用し、第１四半期連結累計

期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としております。

 

２【事業の内容】

当第３四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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

   当第３四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又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 (1)　業績の状況

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、一部に鈍い動きがみられたものの、政府の各種経済政策や日銀によ

る金融政策を通じて、企業収益の改善や雇用・所得環境の改善等、全体として緩やかな景気回復基調が続いており

ます。しかし一方で、中国をはじめとする新興国の経済活動の鈍化や地政学的リスクの高まりなどによる世界経済

の減速懸念等、依然として先行き不透明な状況が継続しております。

このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画に掲げる「選択と集中の推進」、「販売戦略の実践」、

「コスト削減の更なる追求」という３つの重点戦略を持続的な成長に向け、全社一丸で進めてまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は273億8千9百万円（前年同期比4億4千9百万円増）となり、経常

利益は27億5千8百万円（同12億8千1百万円増）となりました。

この経常利益に受取補償金4億5千1百万円の特別利益を加え、固定資産除却損2億3千2百万円、固定資産撤去費用引

当金繰入額2億2千万円の特別損失合計4億5千2百万円及び法人税等7億6千万円を差引き、更に法人税等調整額1億1

千6百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は21億1千4百万円（同8億2千万円増）となりまし

た。

 

　セグメントの業績は、次の通りであります。

①化学品事業

化学品事業では、クロム製品は海外向けが好調に推移したものの、鉄鋼向けやめっき向けが低調に推移したこと

により、売上高は減少しました。燐製品は液晶・半導体向けが大きく落ち込んだことにより、売上高は大きく減少

しました。シリカ製品は土木関連向けや環境関連向けが好調に推移したことにより、売上高は増加しました。この

結果、化学品事業の売上高は、144億3千6百万円（同16億1千3百万円増）となりました。

 

②機能品事業

機能品事業では、農薬は海外向けが好調に推移したことにより、売上高は増加しました。医薬中間体は海外向け

が第４四半期にずれ込んだことにより、売上高は減少しました。ホスフィン誘導体は半導体向けが伸長し、また、

海外向けが好調に推移したことにより、売上高は増加しました。バリウム製品は液晶ガラス向けが大きく落ち込ん

だことにより、売上高は減少しました。リチウムイオン電池用正極材料は主要顧客向けが落ち込んだことにより、

売上高は大きく減少しました。電子セラミック材料はスマートフォン向けや自動車部品向けが好調に推移したこと

により、売上高は増加しました。回路材料は中・小型パネル向けが好調に推移したことにより、売上高は増加しま

した。この結果、機能品事業の売上高は、92億6千3百万円（同12億2千6百万円減）となりました。

 

③賃貸事業

賃貸事業は、堅調に推移しました。この結果、賃貸事業の売上高は、4億1千7百万円（同4千6百万円増）となり

ました。

 

④その他

空調関連事業は、メンテナンス需要が堅調に推移したものの、新規設計・施工が落ち込んだことにより、売上高

は前年同期並みとなりました。書店事業は業界の低迷を反映したことにより、売上高は減少しました。この結果、

報告セグメントに含まれない事業セグメントの売上高は、32億7千2百万円（同1千6百万円増）となりました。
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 (2)　財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ29億4百万円増加し、純資産は18億9千7百万

円増加しております。その結果、自己資本比率は48.2％から49.0％となっております。

増減の主なものは次の通りであります。

流動資産では、現金及び預金が10億1千4百万円増加し、受取手形及び売掛金が9億2千5百万円増加し、商品及び

製品が5億2千2百万円増加し、原材料及び貯蔵品が6億8千9百万円増加しております。

固定資産では、有形固定資産が3億9千8百万円減少し、無形固定資産が3億4千4百万円減少し、投資有価証券が3

億9千9百万円増加しております。

流動負債では、支払手形及び買掛金が8億1千2百万円増加し、短期借入金が21億2千1百万円増加しております。

固定負債では、長期借入金が28億4千万円減少しております。

株主資本では、利益剰余金が16億7千5百万円増加しております。

その他の包括利益累計額では、その他有価証券評価差額金が2億3千5百万円増加しております。

 

 (3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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。

 

 (4)　研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間における研究開発費は9億3千7百万円であります。なお、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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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 200,000,000

計 200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成27年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年２月12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 89,227,755 89,227,755
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

1,000株

計 89,227,755 89,227,755 － －

 

 

(2)【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)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成27年10月１日～

平成27年12月31日
－ 89,227,755 － 5,757 － 2,267
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(6)【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7)【議決権の状況】

　当第３四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（平成27年９月30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】

平成27年12月31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　1,257,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 87,747,000 87,747 －

単元未満株式 普通株式   223,755 － －

発行済株式総数 89,227,755 － －

総株主の議決権 － 87,747 －

（注）「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

 
 

②【自己株式等】

平成27年12月31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

（％）

日本化学工業株式会社
東京都江東区亀戸

九丁目11番１号
1,257,000 － 1,257,000 1.41

計 － 1,257,000 － 1,257,000 1.41

 

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３四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平

成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任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：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 8,667 9,681

受取手形及び売掛金 9,558 10,483

商品及び製品 3,240 3,762

仕掛品 2,225 2,106

原材料及び貯蔵品 1,701 2,390

繰延税金資産 658 671

その他 493 642

貸倒引当金 △18 △53

流動資産合計 26,526 29,685

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 29,822 29,565

減価償却累計額 △19,533 △19,664

建物及び構築物（純額） 10,288 9,900

機械装置及び運搬具 4,624 5,056

減価償却累計額 △1,188 △1,984

機械装置及び運搬具（純額） 3,435 3,072

土地 7,812 7,812

建設仮勘定 171 518

その他 6,011 6,075

減価償却累計額 △5,588 △5,647

その他（純額） 422 428

有形固定資産合計 22,131 21,732

無形固定資産   

のれん 1,173 843

その他 285 271

無形固定資産合計 1,458 1,114

投資その他の資産   

投資有価証券 6,143 6,542

長期貸付金 82 51

繰延税金資産 73 75

退職給付に係る資産 443 494

その他 1,137 1,198

貸倒引当金 △55 △49

投資その他の資産合計 7,825 8,313

固定資産合計 31,415 31,160

資産合計 57,942 60,846
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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 3,550 4,362

短期借入金 7,337 9,459

未払法人税等 255 598

未払消費税等 186 142

賞与引当金 349 122

工場跡地整備費用引当金 623 402

固定資産撤去費用引当金 － 218

設備関係未払金 583 749

その他 2,145 2,268

流動負債合計 15,032 18,323

固定負債   

長期借入金 9,620 6,780

繰延税金負債 2,626 2,646

退職給付に係る負債 1,781 1,937

その他 975 1,355

固定負債合計 15,003 12,720

負債合計 30,036 31,043

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,757 5,757

資本剰余金 2,269 2,269

利益剰余金 17,001 18,676

自己株式 △350 △351

株主資本合計 24,677 26,351

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,467 2,703

繰延ヘッジ損益 4 △0

為替換算調整勘定 29 28

退職給付に係る調整累計額 727 719

その他の包括利益累計額合計 3,228 3,451

純資産合計 27,905 29,803

負債純資産合計 57,942 60,846
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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 26,939 27,389

売上原価 21,843 20,688

売上総利益 5,095 6,700

販売費及び一般管理費 3,729 3,985

営業利益 1,366 2,715

営業外収益   

受取利息及び配当金 73 85

持分法による投資利益 47 53

その他 316 108

営業外収益合計 436 248

営業外費用   

支払利息 241 127

その他 84 77

営業外費用合計 325 204

経常利益 1,477 2,758

特別利益   

受取補償金 313 451

受取和解金 20 －

関係会社清算益 65 －

固定資産売却益 17 －

特別利益合計 416 451

特別損失   

減損損失 31 －

固定資産除却損 57 232

固定資産撤去費用引当金繰入額 － 220

特別損失合計 89 452

税金等調整前四半期純利益 1,804 2,758

法人税、住民税及び事業税 305 760

法人税等調整額 205 △116

法人税等合計 510 643

四半期純利益 1,294 2,114

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,294 2,114
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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 1,294 2,114

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 562 235

繰延ヘッジ損益 9 △4

退職給付に係る調整額 84 △7

持分法適用会社に対する持分相当額 5 △0

その他の包括利益合計 662 222

四半期包括利益 1,956 2,337

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,956 2,337
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　 （企業結合に関する会計基準等の適用）

「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。）及び「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

に変更しております。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

る方法に変更しております。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及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び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)及び事業分

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。

これによる損益に与える影響はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四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３四半

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。）及びのれんの償却額は、次

の通りであります。

 
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）

減価償却費 1,929百万円 1,578百万円

のれんの償却額 330 330

 
 

（株主資本等関係）

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）

該当事項はありません。
 

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）
配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月25日
定時株主総会

普通株式 263 3  平成27年３月31日  平成27年６月26日 利益剰余金

平成27年11月10日
取締役会

普通株式 175 2  平成27年９月30日  平成27年12月７日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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）

  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)

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 化学品事業 機能品事業 賃貸事業 計

売上高         

外部顧客への売上高 12,822 10,490 370 23,683 3,256 26,939 － 26,939

セグメント間の内部売上高

又は振替高
14 － 20 34 158 193 △193 －

計 12,836 10,490 391 23,718 3,414 27,133 △193 26,939

セグメント利益 390 512 233 1,136 216 1,353 13 1,366

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調関連事業及び書店事業等を含

んでおります。

２．セグメント利益の調整額13百万円は、セグメント間取引消去によるものです。

３．セグメント利益は、四半期連結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）

  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)

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 化学品事業 機能品事業 賃貸事業 計

売上高         

外部顧客への売上高 14,436 9,263 417 24,116 3,272 27,389 － 27,389

セグメント間の内部売上高

又は振替高
10 － 20 31 153 185 △185 －

計 14,446 9,263 437 24,148 3,426 27,574 △185 27,389

セグメント利益 1,575 630 291 2,498 204 2,703 12 2,715

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調関連事業及び書店事業等を含

んでおります。

２．セグメント利益の調整額12百万円は、セグメント間取引消去によるものです。

３．セグメント利益は、四半期連結計算書の営業利益と調整を行っております。
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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、以下の通りであります。

 
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）

１株当たり四半期純利益金額 14.71円 24.04円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万

円）
1,294 2,114

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

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（百万円）
1,294 2,114

普通株式の期中平均株式数（千株） 87,973 87,971

（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】

 平成27年11月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

 

(1）配当金の総額………………………………………175百万円

(2）１株当たりの金額…………………………………２円00銭

(3）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成27年12月７日

 

（注）当社定款の規定に基づき、平成27年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質

権者に対し、配当を行っております。
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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。

EDINET提出書類

日本化学工業株式会社(E00784)

四半期報告書

17/18



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年２月12日

日本化学工業株式会社

取締役会　御中

 

 新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　秀之　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐々木 浩一郎 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」に掲げられている日本化学工業株

式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年10月１日から

平成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31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、日本化学工業株式会社及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四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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