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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87期

第３四半期
連結累計期間

第88期
第３四半期
連結累計期間

第87期

会計期間
自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日

自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31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) 13,960 12,464 18,420

経常利益 (百万円) 1,707 1,481 1,910

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 713 773 751

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,110 1,031 937

純資産額 (百万円) 16,613 17,011 16,440

総資産額 (百万円) 26,739 25,952 25,848

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 62.19 67.37 65.44

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 (％) 55.5 58.2 56.5
 

　

回次
第87期

第３四半期
連結会計期間

第88期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成27年10月１日
至　平成27年12月31日

自　平成28年10月１日
至　平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 19.01 37.63
 

(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。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３四半期連結累計期間において、重要な事業等のリスクの変更はありません。　

 

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】

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(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。

 
(1) 業績の状況

当第３四半期におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善などにより緩やかな回復基調が見られているもの

の、英国のＥＵ離脱問題や米国の金融政策の動向などの日本経済への影響が懸念され、景気の先行きは不透明な状

況が続いております。

当社グループを取り巻く事業環境は、自動車用特殊ビスフェノールは好調に推移しておりますが、クレゾール誘

導品は市況安や円高の影響を受け、また、自動車用以外の特殊ビスフェノールについては在庫調整局面が継続し、

厳しい事業環境が続いております。

その結果、売上高は12,464百万円（前年同四半期比10.7％減）、営業利益は1,507百万円（同14.0％減）、経常利

益は1,481百万円（同13.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は773百万円（同8.3％増）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。

 
＜化学品＞

・クレゾール誘導品

クレゾール誘導品は、家畜用飼料の添加剤に使用されるビタミンＥの原料や農薬、電子材料及び酸化防止剤

等の原料として使用されております。

当第３四半期においては、販売数量は増加しているものの、競合激化による市況の下落及び円高の影響等か

ら販売価格が低迷したため、売上高はほぼ前年同四半期並みとなりました。

・ビフェノール

ビフェノールは、パソコン、スマートフォン、デジタル家電等の情報通信機器の電子部品に用いられる耐熱

性・精密成型性に優れた液晶ポリマー（ＬＣＰ）の原料や医療分野等で使用されるポリフェニルスルホン（Ｐ

ＰＳＵ）の原料として使用されております。

当第３四半期においては、情報通信機器市場の低迷によるＬＣＰ向けの販売減に加え、ＰＰＳＵ向けについ

ても需要は堅調であるものの、円高による販売価格の低迷や顧客での生産タイミングのズレ等により、売上高

は前年同四半期を下回りました。

 
この結果、化学品セグメントについては、売上高は5,277百万円（前年同四半期比11.4％減）、総売上高に占

める割合は42.4％となり、セグメント利益は、固定費の減少等の影響により447百万円（同65.1％増）となりま

した。
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＜機能材料＞

・電子材料

当社の電子材料は、半導体及び液晶ディスプレー（ＬＣＤ）等の製造過程で使用されております。

当第３四半期においては、半導体市場では中国スマホメーカー向けの需要が堅調であるものの、ＬＣＤ市場

では依然として在庫調整が継続しており、売上高はほぼ前年同四半期並みとなりました。

・特殊ビスフェノール

特殊ビスフェノールを原料とした樹脂は、耐熱性、光学特性に優れているため、特殊ポリカーボネート樹脂

（自動車用部品、光学・電子部品用途向け）や特殊エポキシ樹脂（エポキシ封止材・積層板用途向け）の原料

として使用されております。

当第３四半期においては、成形材・光学用途の一部で需要減速や新規案件の立ち上げ遅れが発生したため、

売上高は前年同四半期を大きく下回りました。

 
この結果、機能材料セグメントの売上高は、2,631百万円（前年同四半期比14.2％減）、総売上高に占める割

合は21.1％となり、セグメント利益は222百万円（同56.1％減）となりました。

 
＜工業材料＞

・特殊ビスフェノール

自動車部品用途向けの特殊ポリカーボネート樹脂の原料に使用される特殊ビスフェノールは、主に海外生産

拠点のハイビス社において製造販売しており、引き続き需要は好調に推移しておりますが、為替換算等の影響

により、売上高は前年同四半期を下回りました。

・受託品

受注数量が減少したため、売上高は前年同四半期を下回りました。

 
この結果、工業材料部門の売上高は、4,304百万円（前年同四半期比6.7％減）、総売上高に占める割合は

34.5％となり、セグメント利益は1,450百万円（同1.5％減）となりました。

 
＜その他＞

販売用役等のその他セグメントの売上高は251百万円（前年同四半期比22.3％減）、総売上高に占める割合は

2.0％となり、セグメント損失は68百万円（同27.5％減）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。

 
(3) 研究開発活動

当第３四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、493百万円であります。

なお、当第３四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 40,000,000

計 40,000,000
 

 

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28年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年２月14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 11,500,000 11,500,000
㈱東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は100株
であります。

計 11,500,000 11,500,000 ― ―
 

 

 

(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
(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10月１日～
平成28年12月31日

― 11,500,000 ― 1,500 ― 1,013
 

 

(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。
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(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28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28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　 　

23,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式　

11,467,400
114,674 ―

単元未満株式
普通株式　　　

9,600
― ―

発行済株式総数 11,500,000 ― ―

総株主の議決権 ― 114,674 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成28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(％)

本州化学工業株式会社
東京都中央区京橋
１－１－１

23,000 ― 23,000 0.20

計 ― 23,000 ― 23,000 0.20
 

 

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28年10月１日から平成

28年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,441 6,199

  売掛金 4,192 4,078

  商品及び製品 3,445 3,884

  仕掛品 388 195

  原材料及び貯蔵品 861 719

  その他 406 362

  流動資産合計 14,735 15,440

 固定資産   

  有形固定資産   

   機械装置及び運搬具（純額） 7,660 6,943

   その他（純額） 2,590 2,705

   有形固定資産合計 10,251 9,648

  無形固定資産 60 53

  投資その他の資産 800 810

  固定資産合計 11,112 10,512

 資産合計 25,848 25,952

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,510 2,039

  短期借入金 2,022 1,981

  未払法人税等 419 220

  役員賞与引当金 19 14

  その他 1,215 1,312

  流動負債合計 5,186 5,568

 固定負債   

  長期借入金 1,277 490

  役員退職慰労引当金 105 50

  退職給付に係る負債 1,829 1,867

  その他 1,009 964

  固定負債合計 4,221 3,372

 負債合計 9,407 8,941
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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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,500 1,500

  資本剰余金 1,013 1,013

  利益剰余金 12,204 12,678

  自己株式 △14 △14

  株主資本合計 14,703 15,177

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 20 70

  為替換算調整勘定 49 △41

  退職給付に係る調整累計額 △169 △108

  その他の包括利益累計額合計 △99 △80

 非支配株主持分 1,836 1,914

 純資産合計 16,440 17,011

負債純資産合計 25,848 25,952
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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27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 13,960 12,464

売上原価 10,818 9,570

売上総利益 3,141 2,894

販売費及び一般管理費 1,388 1,386

営業利益 1,753 1,507

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 3 3

 受取補償金 － 24

 その他 24 5

 営業外収益合計 27 33

営業外費用   

 支払利息 48 37

 固定資産除却損 12 15

 その他 13 7

 営業外費用合計 73 60

経常利益 1,707 1,481

税金等調整前四半期純利益 1,707 1,481

法人税等 621 391

四半期純利益 1,086 1,089

非支配株主に帰属する四半期純利益 372 316

親会社株主に帰属する四半期純利益 713 773
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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27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益 1,086 1,089

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1 49

 為替換算調整勘定 48 △167

 退職給付に係る調整額 △26 60

 その他の包括利益合計 24 △57

四半期包括利益 1,110 1,031

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 716 792

 非支配株主に係る四半期包括利益 393 239
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【注記事項】

(会計方針の変更)

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、この変更による影響額は軽微であります。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。　

 

(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(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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日)

減価償却費 1,166百万円 1,049百万円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第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
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月24日
定時株主総会

普通株式 183百万円 16.00円 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金

平成27年11月10日
取締役会

普通株式 114百万円 10.00円 平成27年９月30日 平成27年12月１日 利益剰余金
 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月28日
定時株主総会

普通株式 183百万円 16.00円 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

平成28年11月８日
取締役会

普通株式 114百万円 10.00円 平成28年９月30日 平成28年12月１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 機能材料 工業材料 計

売上高         

  外部顧客への売上高 5,956 3,066 4,614 13,636 324 13,960 － 13,960

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 5,956 3,066 4,614 13,636 324 13,960 － 13,960

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

271 506 1,471 2,249 △95 2,154 △400 1,753
 

(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、販売用役等を含んでおります。

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△400百万円には、各報告セグメントに配分していない

全社費用△400百万円が含まれております。

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）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28年４月１日　至　平成28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 機能材料 工業材料 計

売上高         

  外部顧客への売上高 5,277 2,631 4,304 12,212 251 12,464 － 12,464

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 5,277 2,631 4,304 12,212 251 12,464 － 12,464

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

447 222 1,450 2,120 △68 2,051 △543 1,507
 

(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、販売用役等を含んでおります。

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△543百万円には、各報告セグメントに配分していない

全社費用△543百万円が含まれております。

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）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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(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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 62円19銭 67円37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) 713 773

　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)

713 773

　普通株式の期中平均株式数(千株) 11,477 11,476
 

(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。

 

２ 【その他】

平成28年11月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ)配当金の総額………………………………………114百万円

(ロ)１株当たりの金額…………………………………10円00銭　

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成28年12月１日

(注)　平成28年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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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29年２月14日

本州化学工業株式会社

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　　渡　　辺　　伸　　啓　　印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　成　　田　　礼　　子　　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」に掲げられている本州化学工業株

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３四半期連結会計期間(平成28年10月１日から

平成28年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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、本州化学工業株式会社及び連結子会社の平成28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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