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(百万円未満切捨て)

１．平成29年11月期第１四半期の連結業績（平成28年12月１日～平成29年２月28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 ％

29年11月期第１四半期 6,147 9.0 760 93.0 818 90.7 611 28.3

28年11月期第１四半期 5,639 △2.2 393 12.4 429 12.8 476 93.1
(注) 包括利益 29年11月期第１四半期 958百万円( －％) 28年11月期第１四半期 △473百万円( －％)
　

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

29年11月期第１四半期 27.28 －

28年11月期第１四半期 21.13 －
　

　

（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 ％

29年11月期第１四半期 36,028 27,638 76.0

28年11月期 35,840 26,972 74.6
(参考) 自己資本 29年11月期第１四半期 27,398百万円 28年11月期 26,743百万円
　
　
　

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

28年11月期 － 12.00 － 13.00 25.00

29年11月期 －

29年11月期(予想) 14.00 － 11.00 25.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

　

３．平成29年11月期の連結業績予想（平成28年12月１日～平成29年11月30日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 12,489 7.2 1,442 33.4 1,522 34.9 1,100 12.6 49.13

通期 24,857 5.4 2,622 7.4 2,793 7.6 1,981 △3.1 88.47
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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 ： 無

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
　

　

（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) 29年11月期１Ｑ 22,410,038株 28年11月期 22,410,038株

② 期末自己株式数 29年11月期１Ｑ 9,808株 28年11月期 9,808株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年11月期１Ｑ 22,400,230株 28年11月期１Ｑ 22,544,505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財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を
含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより業績予想と異なる場合があります。なお、業
績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご参照ください。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産に持ち直しの動きが見られる中で、景気の緩やか

な回復基調が継続いたしました。一方海外では、米国新政権の政策動向や、中国を始めとするアジア新興国等の景

気の下振れリスクにより、先行きは依然として不透明な状況となっております。

このような状況の下で当社グループは、平成27年11月期よりスタートしました10ヶ年の中長期経営計画「Next

Stage 10」の目標達成に向けて、各種施策に取り組んでおります。安定基盤事業としての化成品事業においては、

主力のアクリル酸エステルの収益性アップと海外拡販に注力しております。先端材料事業としての電子材料事業に

おいては、主力製品のシェア拡大と次世代表示材料の開発に努めてまいりました。また、機能化学品事業において

は、新規分野の開拓と海外拡販の強化とともに、既存製品の合理化と拡販による採算性の改善を進めてまいりまし

た。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は61億４千７百万円（前年同四半期比9.0％増）、営業利益は７億

６千万円（前年同四半期比93.0％増）、経常利益は８億１千８百万円（前年同四半期比90.7％増）、親会社株主に

帰属する四半期純利益は６億１千１百万円（前年同四半期比28.3％増）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。（セグメント間取引を含んでおります。）

①化成品事業

化成品事業におきましては、アクリル酸エステルグループは、自動車塗料用や光学材料向け粘着剤用の販売が

堅調に推移しましたが、海外向けの販売が低調となり売上高は減少いたしました。メタクリル酸エステルグルー

プは、販売が堅調に推移し、売上高は増加いたしました。また、原価低減の効果等により、セグメント利益は大

幅に増加いたしました。この結果、売上高は25億４千５百万円（前年同四半期比1.8％減）、セグメント利益は２

億１千万円（前年同四半期比115.7％増）となりました。

②電子材料事業

電子材料事業におきましては、表示材料グループは、液晶ディスプレイ市場が回復基調で推移し、売上高は増

加いたしました。半導体材料グループは、需要が好調に推移し、売上高は増加いたしました。また、売上高の増

加に伴いセグメント利益は大幅に増加いたしました。この結果、売上高は22億３千８百万円（前年同四半期比

31.6％増）、セグメント利益は４億７百万円（前年同四半期比105.7％増）となりました。

③機能化学品事業

機能化学品事業におきましては、化粧品原料グループは、海外向け販売が低調に推移し、売上高は減少いたし

ました。機能材料グループは、販売が好調に推移し売上高は増加いたしました。また、利益率の高い製品比率の

増加によりセグメント利益は増加いたしました。この結果、売上高は14億４百万円（前年同四半期比1.5％増）、

セグメント利益は１億３千５百万円（前年同四半期比34.2％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

当第１四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１億８千７百万円増加し、360億２千

８百万円となりました。これは、主に有形固定資産の減少及び投資有価証券の増加などによるものです。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて４億７千８百万円減少し、83億８千９

百万円となりました。これは、主に未払金の減少及び未払法人税等の減少などによるものです。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べて６億６千５百万円増加し、276億３千
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８百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加及びその他有価証券評価差額金の増加などによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年１月12日に公表いたしました連結業績予想及び配当予想を修正いたしました。なお、修正内容の詳細に

つきましては、本日（平成29年４月７日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。

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

　該当事項はありません。

（４）追加情報

　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「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）を当第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成28年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,525,080 4,593,338

受取手形及び売掛金 6,452,698 6,392,033

電子記録債権 388,975 447,245

有価証券 301,130 200,650

製品 2,487,942 2,526,307

仕掛品 1,380,720 1,395,847

原材料及び貯蔵品 898,937 928,330

繰延税金資産 218,651 247,810

その他 85,822 88,851

貸倒引当金 △9,775 △9,545

流動資産合計 16,730,182 16,810,870

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,940,045 5,894,128

機械装置及び運搬具（純額） 3,187,479 3,109,522

土地 2,290,382 2,290,382

建設仮勘定 442,359 366,751

その他（純額） 295,885 283,135

有形固定資産合計 12,156,151 11,943,920

無形固定資産

のれん 384,733 344,933

その他 24,937 22,735

無形固定資産合計 409,670 367,668

投資その他の資産

投資有価証券 6,069,431 6,426,242

保険積立金 220,750 216,240

退職給付に係る資産 143,036 151,669

その他 112,040 111,675

貸倒引当金 △275 △267

投資その他の資産合計 6,544,983 6,905,561

固定資産合計 19,110,805 19,217,150

資産合計 35,840,987 36,028,020
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,139,692 3,116,134

短期借入金 10,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 621,080 624,836

未払金 961,080 653,741

未払法人税等 600,494 252,685

賞与引当金 － 189,391

役員賞与引当金 37,920 11,540

その他 398,113 417,482

流動負債合計 5,768,382 5,275,812

固定負債

長期借入金 1,621,518 1,563,666

繰延税金負債 784,445 940,452

役員退職慰労引当金 503,029 457,503

固定資産撤去損失引当金 30,883 －

その他 160,033 152,212

固定負債合計 3,099,909 3,113,834

負債合計 8,868,292 8,389,646

純資産の部

株主資本

資本金 3,600,295 3,600,295

資本剰余金 3,477,468 3,477,468

利益剰余金 18,016,487 18,336,328

自己株式 △6,214 △6,214

株主資本合計 25,088,037 25,407,878

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,924,991 2,251,088

為替換算調整勘定 △8,956 △7,446

退職給付に係る調整累計額 △260,441 △252,910

その他の包括利益累計額合計 1,655,593 1,990,731

非支配株主持分 229,064 239,764

純資産合計 26,972,695 27,638,374

負債純資産合計 35,840,987 36,028,020
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年12月１日
　至 平成28年２月29日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年12月１日
　至 平成29年２月28日)

売上高 5,639,909 6,147,266

売上原価 4,251,187 4,434,460

売上総利益 1,388,722 1,712,806

販売費及び一般管理費 994,864 952,706

営業利益 393,857 760,099

営業外収益

受取利息 905 1,281

受取配当金 29,001 34,203

為替差益 － 8,483

その他 29,542 17,921

営業外収益合計 59,449 61,889

営業外費用

支払利息 1,895 3,246

為替差損 20,016 －

その他 2,248 281

営業外費用合計 24,160 3,527

経常利益 429,146 818,461

特別利益

固定資産売却益 249 －

投資有価証券売却益 138,295 41,274

退職給付制度改定益 113,931 －

特別利益合計 252,477 41,274

特別損失

固定資産除却損 172 2,455

投資有価証券売却損 － 12,735

ゴルフ会員権評価損 － 6,110

特別損失合計 172 21,300

税金等調整前四半期純利益 681,451 838,435

法人税、住民税及び事業税 226,107 236,670

法人税等調整額 △21,641 △20,408

法人税等合計 204,465 216,261

四半期純利益 476,985 622,173

非支配株主に帰属する四半期純利益 664 11,129

親会社株主に帰属する四半期純利益 476,321 611,043
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年12月１日
　至 平成28年２月29日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年12月１日
　至 平成29年２月28日)

四半期純利益 476,985 622,173

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △987,309 326,934

為替換算調整勘定 △18,642 1,510

退職給付に係る調整額 55,951 7,713

その他の包括利益合計 △950,001 336,158

四半期包括利益 △473,015 958,331

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △471,781 946,181

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,233 12,149
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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）

【セグメント情報】

Ⅰ．前第１四半期連結累計期間（自 平成27年12月１日 至 平成28年２月29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：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

化成品
事業

電子材料
事業

機能化学品
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,591,394 1,700,965 1,347,548 5,639,909 － 5,639,909

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 36,301 36,301 △36,301 －

計 2,591,394 1,700,965 1,383,850 5,676,210 △36,301 5,639,909

セグメント利益 97,433 197,989 100,981 396,403 △2,546 393,857

(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

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。

　

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。

　

Ⅱ．当第１四半期連結累計期間（自 平成28年12月１日 至 平成29年２月28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：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

化成品
事業

電子材料
事業

機能化学品
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,545,206 2,238,448 1,363,611 6,147,266 － 6,147,266

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 41,226 41,226 △41,226 －

計 2,545,206 2,238,448 1,404,837 6,188,492 △41,226 6,147,266

セグメント利益 210,155 407,360 135,523 753,040 7,059 760,099

(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

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。

　

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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（重要な後発事象）

（当社金沢工場での火災発生について）

平成29年３月10日当社金沢工場にて火災が発生し、直ちに消火活動を行い鎮火いたしました。

火災が発生した製造設備以外では、３月11日より生産を順次再開しており、製品供給に支障はございません。

火災発生設備につきましては修復工事、完成検査を経て稼働再開の見込みとなっております。

今回の火災による業績への影響につきましては、現時点では未確定であります。
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