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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89期

第１四半期
累計期間

第90期
第１四半期
累計期間

第89期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　６月30日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　６月30日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　３月31日

売上高 （千円） 2,301,251 2,090,526 9,217,748

経常利益 （千円） 6,914 92,002 150,119

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）
（千円） △307 80,187 △120,856

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 1,920,000 1,920,000 1,920,000

発行済株式総数 （株） 38,400,000 38,400,000 38,400,000

純資産額 （千円） 2,159,578 2,113,261 2,034,545

総資産額 （千円） 7,222,908 6,480,502 6,754,796

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期(当期)純損失金

額（△）

（円） △0.01 2.09 △3.15

潜在株式調整後１株当たり四半期

(当期)純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 29.9 32.6 30.1

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．関連会社については、損益等からみて重要性が乏しいため、持分法を適用した場合の投資損益を算出してお

りません。

３．第89期第1四半期累計期間及び第89期における潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額について

は、四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第90期第1

四半期累計期間における潜在株式調整後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。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、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。また主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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の重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、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１四半期累計期間における我が国経済は、政府の諸施策による景気の持ち直しが期待される中で、海外経済

の不透明感の高まりによる金融市場の混乱など、景気を下押しするリスクが存在しており、依然として先行き不透

明な状況が続いております。

　このような環境下、売上高につきましては、原材料価格の下落に伴う販売価格の低下に加え、不採算製品の販売

の絞り込みを実施したことにより前年同期比減収となりました。一方、利益面におきましては、固定費の削減や原

価低減を推進したことにより前年同期比増益となりました。

　その結果、当期の業績は売上高２,０９０百万円（前年同期比９.２％減）、営業利益９４百万円（前年同期比８

２９.４％増）経常利益９２百万円（前年同期は６百万円の経常利益）、四半期純利益８０百万円（前年同期は０

百万円の四半期純損失）となりました。

（セグメント別の状況）

（ゴム事業）

　ゴム事業全体の売上高は前年同期を１８８百万円下回る１,３７６百万円(前年同期比１２.１％減)となりまし

た。

＜ゴムコンパウンド＞

　自動車関連の国内需要の低迷に加え、原材料価格の下落に伴う販売価格の低下もあり、前年同期を下回る売上高

となりました。

＜シート・マット＞

　ゴムマットにおいては、主力製品であるクッションマットが好調に推移し前年同期を上回る売上高となりました

が、ゴムシートにおいて、市場の需要が低迷している影響に加え、不採算製品の販売の絞り込みを実施したことに

より前年同期を下回る売上高となり、シートマット全体としては前年同期を下回る売上高となりました。

＜成形品＞

　原材料価格の下落に伴う販売価格の低下に加え、不採算製品の販売の絞り込みを実施したことにより前年同期を

下回る売上高となりました。

 

（樹脂事業）

　樹脂事業全体の売上高は、前年同期を１６百万円下回る７０４百万円(前年同期比２.３％減)となりました。

＜高機能樹脂コンパウンド＞

　受注が堅調に推移し、概ね前年同期並みの売上高となりました。

＜樹脂洗浄剤等＞

　樹脂洗浄剤の受注は堅調に推移し前年同期を上回る売上高となりました。制電性樹脂ＥＣＸにおいては、計画通

りに推移しているものの、前年同期はスポット受注があった為、前年同期を下回る売上高となりました。

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3）研究開発活動

　当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、１７百万円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の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 150,000,000

計 150,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８月10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 38,400,000 38,400,000
東京証券取引所

市場第二部
単元株式数　1,000株

計 38,400,000 38,400,000 ― ―

 

（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
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

 

平成28年４月１日～
平成28年６月30日

 

― 38,400,000 ― 1,920,000 ― ―
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四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１四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28年３月31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28年３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)
(自己保有株式)

普通株式　　　　20,000
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　　38,311,000 38,311 ―

単元未満株式 普通株式　　　　69,000 ― ―

発行済株式総数 38,400,000 ― ―

総株主の議決権 ― 38,311 ―

　（注）１．「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、17千株(議決権17個)含まれ

ております。

２．「単元未満株式」には、当社所有の自己株式192株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年３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(％)

日東化工株式会社 高座郡寒川町一之宮6-1-3 20,000 － 20,000 0.1

計 ― 20,000 － 20,000 0.1

　（注）　株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株(議決権2個)あります。

　なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の普通株式に含めております。

 

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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

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１四半期会計期間(平成28年４月１日から平成28年

６月30日まで)及び第１四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期財務諸表につ

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。

３．四半期連結財務諸表について

　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）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 347,335 388,862

受取手形及び売掛金 2,364,504 2,264,472

商品及び製品 395,621 245,352

仕掛品 126,180 113,111

原材料及び貯蔵品 213,038 215,002

その他 83,588 76,887

貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 3,530,168 3,303,588

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 603,073 591,469

機械及び装置（純額） 774,900 748,228

土地 1,575,872 1,575,872

建設仮勘定 9,187 2,109

その他（純額） 88,610 92,136

有形固定資産合計 3,051,644 3,009,816

無形固定資産   

その他 62,028 58,624

無形固定資産合計 62,028 58,624

投資その他の資産   

投資有価証券 26,999 24,827

関係会社株式 16,577 16,577

関係会社出資金 64,606 64,606

その他 8,346 8,036

貸倒引当金 △5,574 △5,574

投資その他の資産合計 110,955 108,473

固定資産合計 3,224,628 3,176,914

資産合計 6,754,796 6,480,502

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,403,709 1,198,189

短期借入金 1,504,179 1,480,000

未払法人税等 31,642 15,847

賞与引当金 58,300 28,600

その他 672,920 656,170

流動負債合計 3,670,752 3,378,807

固定負債   

長期借入金 699,560 641,950

退職給付引当金 330,579 339,437

役員退職慰労引当金 18,400 6,800

繰延税金負債 959 246

固定負債合計 1,049,499 988,433

負債合計 4,720,251 4,367,240
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,920,000 1,920,000

資本剰余金 19 19

利益剰余金 114,741 194,929

自己株式 △2,232 △2,246

株主資本合計 2,032,528 2,112,702

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,017 558

評価・換算差額等合計 2,017 558

純資産合計 2,034,545 2,113,261

負債純資産合計 6,754,796 6,480,502
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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27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 2,301,251 2,090,526

売上原価 2,101,031 1,836,810

売上総利益 200,219 253,716

販売費及び一般管理費 190,005 158,784

営業利益 10,213 94,931

営業外収益   

受取配当金 1,612 2,371

未払配当金除斥益 722 687

その他 244 207

営業外収益合計 2,578 3,265

営業外費用   

支払利息 5,262 4,906

その他 615 1,288

営業外費用合計 5,877 6,195

経常利益 6,914 92,002

特別損失   

固定資産除却損 2,796 0

ゴルフ会員権退会損 2,925 －

特別損失合計 5,721 0

税引前四半期純利益 1,192 92,002

法人税、住民税及び事業税 1,500 11,814

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,500 11,814

四半期純利益又は四半期純損失（△） △307 80,187
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

 

（四半期貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 

（四半期損益計算書関係）

該当事項はありません。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

減価償却費 62,031千円 54,685千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。
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（持分法損益等）

　関連会社については、損益等からみて重要性が乏しいため、持分法を適用した場合の投資損益を算出しておりま

せん。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

日東化工株式会社(E01089)

四半期報告書

11/16



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

  （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 ゴム事業 樹脂事業

売上高    

外部顧客への売上高 1,570,556 721,732 2,292,288

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 1,570,556 721,732 2,292,288

セグメント利益 13,364 7,150 20,515

　(注)報告セグメントの売上高の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額(8,962千円)は、報告セ

グメントではない事業セグメントの売上高であります。

 

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差

異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 20,515

その他の調整額(注) △10,301

四半期損益計算書の営業利益 10,213

　(注)その他の調整額は、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一般管理費及び技術試験費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

  （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 ゴム事業 樹脂事業

売上高    

外部顧客への売上高 1,376,529 704,981 2,081,511

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 1,376,529 704,981 2,081,511

セグメント利益 66,448 30,326 96,775

　(注)報告セグメントの売上高の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額(9,015千円)は、報告セ

グメントではない事業セグメントの売上高であります。

 

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差

異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 96,775

その他の調整額(注) △1,843

四半期損益計算書の営業利益 94,931

　(注)その他の調整額は、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一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

　該当事項はありません。

 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

　当第１四半期会計期間より、平成28年４月１日付の会社組織変更に伴い、報告セグメントではない事業

セグメントに含まれていた一部の事業をゴム事業に移管しております。

　なお、前第１四半期累計期間のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づき作

成したものを開示しております。

 

EDINET提出書類

日東化工株式会社(E01089)

四半期報告書

13/16



（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
△0円01銭 2円09銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は

四半期純損失金額(△）（千円）
△307 80,187

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（千円）
△307 80,187

普通株式の期中平均株式数（株） 38,381,584 38,379,658

(注)　前第１四半期累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、四半期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第１四半期累計期間における潜在株式調整後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。

 

２【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

日東化工株式会社(E01089)

四半期報告書

14/16



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

日東化工株式会社(E01089)

四半期報告書

15/16



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年８月10日

日　東　化　工　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 鹿　島　か お る　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 入　江　　秀　雄　　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東化工株式
会社の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの第９０期事業年度の第１四半期会計期間（平成２８年４月１
日から平成２８年６月３０日まで）及び第１四半期累計期間（平成２８年４月１日から平成２８年６月３０日まで）に係
る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
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
る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日東化工株式会社の平成２８年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終
了する第１四半期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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