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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60期

第２四半期
連結累計期間

第61期
第２四半期
連結累計期間

第60期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　９月30日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　９月30日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　３月31日

売上高 （百万円） 44,781 44,779 92,620

経常利益 （百万円） 5,225 3,945 10,820

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 3,489 2,766 7,141

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 3,587 689 6,353

純資産額 （百万円） 87,820 89,249 89,630

総資産額 （百万円） 109,037 108,807 110,737

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 255.21 204.86 524.73

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 （％） 80.5 82.0 80.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 3,526 4,609 8,823

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △10,145 △6,645 694

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,133 △1,069 △2,090

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 22,625 33,467 37,417

 

回次
第60期

第２四半期
連結会計期間

第61期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

自平成27年
　７月１日
至平成27年
　９月30日

自平成28年
　７月１日
至平成28年
　９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 106.05 143.19

　（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。

 

２【事業の内容】

　当第２四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。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２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又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２四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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀の継続した金融緩和においても、また円高による輸出低

迷等々、個人消費も盛り上がりに欠け、国内景気の低成長が続いています。

建築塗料業界におきましては、公共投資、耐震改修促進法による公共・民間建物の改修需要の拡大、首都圏を中

心とした大規模再開発が予想されておりますが、一方、建築現場の労務者不足による工事の遅れ、需給バランスの

崩れ、建築費・人件費の高騰等、厳しい市場環境が続いております。

このような状況下、当社グループは、引き続き、新築市場だけでなく膨大な住宅ストックを抱えるリニューアル

市場において、当社の技術革新による製品、超耐久・超低汚染塗料、環境問題に対応した省エネタイプの遮熱塗料

等の各種機能性塗料、新型省力化建材、オリジナルの高意匠性塗材や耐火被覆・断熱材等の拡販に努めてまいりま

した。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高は447億79百万円（前年同四半期比0.0％

減）となりました。利益面におきましては、営業利益が60億46百万円（同11.0％増）、経常利益は為替変動の影響

等により、39億45百万円（同24.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、27億66百万円（同20.7％減）と

なりました。

 

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①建築仕上塗材事業

　建築仕上塗材事業におきましては、新築需要が減少いたしましたが、主にリニューアル市場において超耐久性塗

料や超低汚染機能で差別化された省エネタイプの遮熱塗料等の販売を行い、売上高は410億17百万円（同0.8％減）

と前四半期連結累計期間に比べて３億22百万円の減収となりました。セグメント利益は66億83百万円（同5.8％増）

と前四半期連結累計期間に比べて３億66百万円の増益となりました。

②耐火断熱材事業

　耐火断熱材事業におきましては、大都市再開発地域における受注の拡大により、売上高は27億70百万円（同

20.3％増）と前四半期連結累計期間に比べて４億68百万円の増収となりました。セグメント利益は３億25百万円

（同54.9％増）と前四半期連結累計期間に比べて１億15百万円の増益となりました。

③その他の事業

　その他の事業におきましては、売上高は９億91百万円（同12.9％減）と前四半期連結累計期間に比べて１億47百

万円の減収となりました。セグメント利益は１億59百万円（同52.9％増）と前四半期連結累計期間に比べて54百万

円の増益となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ39

億49百万円減少し、334億67百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動により得られた資金は、46億９百万円（前年同四半期比30.7％増）となりました。

　これは主に税金等調整前四半期純利益39億45百万円（同24.5％減）、為替差損21億34百万円（同196.3％増）、売

上債権の減少額７億58百万円（前年同四半期連結累計期間は売上債権の増加額１億79百万円）、法人税等の支払額

12億88百万円（同27.4％減）によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動により使用した資金は、66億45百万円（同34.5％減）となりました。

　これは主に定期預金の預入による支出278億78百万円（同9.9％増）、定期預金の払戻による収入216億24百万円

（同38.2％増）によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動により使用した資金は、10億69百万円（同5.6％減）となりました。

　これは主に配当金の支払額８億77百万円（同1.4％減）によるものであります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、４億32百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループ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 48,000,000

計 48,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年11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 15,673,885 15,673,885

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

1,000株

計 15,673,885 15,673,885 － －

 

 

（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28年７月１日～

平成28年９月30日
－ 15,673,885 － 2,662 － 3,137
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（６）【大株主の状況】

  平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

四国興産有限会社 兵庫県宝塚市米谷１－６－５   4,151 26.48

ステートストリートバンクアンドトラスト

カンパニー

（常任代理人　香港上海銀行）

ONE LINCOLN STREET, BOSTON, MA,

U.S.A. 02111

（東京都中央区日本橋３－11－１）

1,273 8.12

ジェーピーモルガンチェースバンク380684

（常任代理人　㈱みずほ銀行）

25 BANK STREET, CANARY WHARF,

LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

（東京都港区港南２－15－１）

745 4.75

株式会社近畿大阪銀行 大阪市中央区備後町２－２－１ 555 3.54

藤井　實 兵庫県宝塚市 469 2.99

藤井　実広 兵庫県宝塚市 469 2.99

藤井　訓広 兵庫県宝塚市 469 2.99

エスケー化研共栄会 大阪府茨木市中穂積３－５－25 459 2.93

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 413 2.63

ビービーエイチフォーフィデリティロープ

ライスドストックファンド（プリンシパル

オールセクターサブポートフォリオ）

（常任代理人　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）

245 SUMMER STREET, BOSTON, MA,

02210, U.S.A.

（東京都千代田区丸の内２－７－１）

349 2.22

計 － 9,356 59.69

　（注）１．上記のほか、自己株式が2,180千株あります。

２．平成27年10月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、シュローダー・

インベストメント・マネジメント株式会社が平成27年９月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載さ

れているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における所有株式数の確認ができませんので、上

記大株主の状況には含めておりません。

　　なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

　　　大量保有者　　シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

　　　住所　　　　　東京都千代田区丸の内１－８－３

　　　保有内容　　　株式220,000株（1.40％）

　　　大量保有者　　シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド

　　　住所　　　　　英国ＥＣ２Ｖ７ＱＡロンドン、グレシャム・ストリート31

　　　保有内容　　　株式940,000株（6.00％）

３．平成27年12月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアールエルエルシーが

平成27年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会

計期間末現在における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者　　エフエムアールエルエルシー

住所　　　　　米国02210マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245

保有内容　　　株式789,670株（5.04％）
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年９月30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 2,180,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,427,000 13,427 －

単元未満株式 普通株式    66,885 － －

発行済株式総数 15,673,885 － －

総株主の議決権 － 13,427 －

 

②【自己株式等】

平成28年９月30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

（％）

エスケー化研株式会社
大阪府茨木市南清水

町４－５
2,180,000 － 2,180,000 13.91

計 － 2,180,000 － 2,180,000 13.91

 

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２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、ひびき監査法人による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

エスケー化研株式会社(E00916)

四半期報告書

 8/18



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28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 61,681 61,696

受取手形及び売掛金 21,252 19,946

商品及び製品 2,207 2,174

仕掛品 980 1,025

未成工事支出金 122 227

原材料及び貯蔵品 4,236 3,899

繰延税金資産 722 521

その他 441 503

貸倒引当金 △17 △46

流動資産合計 91,627 89,948

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,821 4,596

機械装置及び運搬具（純額） 940 780

土地 8,376 8,305

建設仮勘定 46 64

その他（純額） 97 83

有形固定資産合計 14,281 13,830

無形固定資産 1,140 998

投資その他の資産   

投資有価証券 11 11

繰延税金資産 263 259

退職給付に係る資産 489 519

その他 3,079 3,378

貸倒引当金 △156 △138

投資その他の資産合計 3,687 4,030

固定資産合計 19,109 18,859

資産合計 110,737 108,807
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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２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,933 5,546

短期借入金 3,030 3,030

未払金 5,494 5,182

未払法人税等 1,350 1,106

賞与引当金 1,500 1,158

役員賞与引当金 87 43

製品保証引当金 40 40

その他 1,372 1,112

流動負債合計 18,809 17,220

固定負債   

繰延税金負債 37 33

役員退職慰労引当金 1,079 1,094

退職給付に係る負債 74 76

その他 1,105 1,133

固定負債合計 2,296 2,337

負債合計 21,106 19,558

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,662 2,662

資本剰余金 3,137 3,137

利益剰余金 91,241 93,130

自己株式 △9,205 △9,398

株主資本合計 87,835 89,531

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 △0

為替換算調整勘定 1,886 △204

退職給付に係る調整累計額 △91 △77

その他の包括利益累計額合計 1,795 △281

純資産合計 89,630 89,249

負債純資産合計 110,737 108,807
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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２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 44,781 44,779

売上原価 31,072 30,563

売上総利益 13,708 14,216

販売費及び一般管理費 ※ 8,259 ※ 8,169

営業利益 5,448 6,046

営業外収益   

受取利息 154 128

受取配当金 0 0

仕入割引 38 35

雑収入 29 52

営業外収益合計 222 216

営業外費用   

支払利息 10 13

売上割引 0 0

為替差損 430 2,302

雑損失 4 1

営業外費用合計 446 2,317

経常利益 5,225 3,945

税金等調整前四半期純利益 5,225 3,945

法人税、住民税及び事業税 1,584 979

法人税等調整額 151 199

法人税等合計 1,735 1,178

四半期純利益 3,489 2,766

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 3,489 2,766
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純利益 3,489 2,766

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 95 △2,091

退職給付に係る調整額 2 14

その他の包括利益合計 98 △2,076

四半期包括利益 3,587 689

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,587 689

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 5,225 3,945

減価償却費 297 275

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 31

賞与引当金の増減額（△は減少） △253 △337

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42 △43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 10 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14 14

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2 0

受取利息及び受取配当金 △154 △128

支払利息 10 13

為替差損益（△は益） 720 2,134

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） △179 758

たな卸資産の増減額（△は増加） △93 △184

仕入債務の増減額（△は減少） 504 △43

その他 △832 △645

小計 5,210 5,792

利息及び配当金の受取額 102 117

利息の支払額 △11 △12

法人税等の支払額 △1,775 △1,288

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,526 4,609

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △25,362 △27,878

定期預金の払戻による収入 15,645 21,624

固定資産の取得による支出 △348 △195

固定資産の売却による収入 0 0

投資その他の資産の増減額（△は増加） △80 △195

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,145 △6,645

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,030 2,030

短期借入金の返済による支出 △30 △2,030

自己株式の取得による支出 △1,244 △192

配当金の支払額 △889 △877

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,133 △1,069

現金及び現金同等物に係る換算差額 △83 △843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,835 △3,949

現金及び現金同等物の期首残高 30,461 37,417

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 22,625 ※ 33,467
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　当第２四半期連結会計期間より、PT. SKK KAKEN KONSTRUKSI、PT. SKK KAKEN DISTRIBUSIを新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。

　変更後の連結子会社の数は17社であります。

 

（会計方針の変更）

（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の適用）

　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、この変更による当第２四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に与

える影響は軽微であります。

 

（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。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　保証債務

　　　次の得意先に対し、当社特約店債権の回収不能について債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年９月30日）

三井物産ケミカル㈱ 335百万円 352百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

運賃 1,185百万円 1,110百万円

給料及び手当 2,284 2,296

賞与引当金繰入額 868 819

退職給付費用 60 68

役員退職慰労引当金繰入額 14 15

役員賞与引当金繰入額 42 43

貸倒引当金繰入額 △11 32

製品保証引当金繰入額 0 6

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 59,915百万円 61,696百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △37,289 △28,228

現金及び現金同等物 22,625 33,467
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年９月30日）

１．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29日

定時株主総会
普通株式 890 65  平成27年３月31日  平成27年６月30日 利益剰余金

 
 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成27年６月30日開催の取締役会決議に基づき、自己株式8,000株、平成27年８月20日開催の取

締役会決議に基づき、自己株式50,000株、平成27年９月16日開催の取締役会決議に基づき、自己株式40,000

株及び当第２四半期連結累計期間において単元未満株式2,282株の取得を行いました。この結果、当第２四

半期連結累計期間において自己株式が12億44百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式

が82億48百万円となっております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年９月30日）

１．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28年６月29日

定時株主総会
普通株式 878 65  平成28年３月31日  平成28年６月30日 利益剰余金

 
 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成28年６月２日開催の取締役会決議に基づき、自己株式3,000株、平成28年８月25日開催の取

締役会決議に基づき、自己株式15,000株及び当第２四半期連結累計期間において単元未満株式1,249株の取

得を行いました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が１億92百万円増加し、当第２四

半期連結会計期間末において自己株式が93億98百万円となっております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年９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：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

 
建築仕上
塗材

耐火
断熱材

計

売上高        

外部顧客への売上高 41,339 2,302 43,642 1,139 44,781 － 44,781

セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 － 0 0 0 △0 －

計 41,339 2,302 43,642 1,139 44,781 △0 44,781

セグメント利益 6,316 209 6,526 104 6,630 △1,182 5,448

　　　（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、各種化成品、洗浄剤等

の事業を含んでおります。

　　　２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,182百万円、セグメ

ント間取引消去０百万円であります。

　　　３．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。

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

　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年９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：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

 
建築仕上
塗材

耐火
断熱材

計

売上高        

外部顧客への売上高 41,017 2,770 43,788 991 44,779 － 44,779

セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 － 0 1 1 △1 －

計 41,018 2,770 43,788 992 44,781 △1 44,779

セグメント利益 6,683 325 7,008 159 7,167 △1,120 6,046

　　　（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、各種化成品、洗浄剤等

の事業を含んでおります。

　　　２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,121百万円、セグメ

ント間取引消去０百万円であります。

　　　３．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。

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

　該当事項はありません。

（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、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 255円21銭 204円86銭

（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）
3,489 2,766

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）
3,489 2,766

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,671 13,505

 （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。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年11月10日

エスケー化研株式会社

取締役会　御中

 

ひびき監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 安岐　浩一　　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 石原　美保　　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 中須賀　高典　　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」に掲げられているエスケー化研株

式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から

平成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30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、四半期連結キャッ

シュ・フロー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、エスケー化研株式会社及び連結子会社の平成28年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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）が別途保管しています。

　　　　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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