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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96期

第２四半期

累計期間

第97期

第２四半期

累計期間

第96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 （千円） 5,408,543 4,866,137 10,576,448

経常利益 （千円） 276,026 132,926 465,399

四半期(当期)純利益 （千円） 164,571 116,897 350,746

持分法を適用した場合の
投資利益

（千円） － － －

資本金 （千円） 3,471,000 3,471,000 3,471,000

発行済株式総数 （千株） 21,974 21,974 21,974

純資産額 （千円） 10,261,988 10,639,386 10,557,744

総資産額 （千円） 17,292,356 18,069,476 17,846,347

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

（円） 7.54 5.36 16.07

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） － － 6.00

自己資本比率 （％） 59.3 58.9 59.2

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） 558,664 267,082 590,572

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） △353,605 △738,861 △665,527

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） △346,226 301,146 △384,965

現金及び現金同等物の四
半期末(期末)残高

（千円） 1,594,725 1,099,866 1,274,517
 

　

回次
第96期

第２四半期
会計期間

第97期
第２四半期
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） 2.37 5.28
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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、消費税等は含まれておりません。

３．当社は関連会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりません。

４．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、新株予約権付社債等の潜在株式がないため

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、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２四半期累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者

の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約の締結、変更、解約等は行われておりません。

 

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２四半期累計期間におけるわが国経済は、実質GDP成長率の推移からは大きな変化はないものの、年初からの

円高・株安の進行により、特に製造業の輸出への逆風が強まっており、企業業績に対する影響が生じています。日

銀の新たな金融緩和策も導入された一方で、景気の先行きは引き続き慎重な様相を呈しています。

化学工業におきましても、国内設備は比較的高い稼動で推移していますが、円高の進行や在庫調整等の影響も受

ける中で、企業収益に対する今後の動向は依然として予断を許さない状況であります。

このような状況下、当社は当期を起点とする新たな３ヵ年の中期経営計画を策定し、『「世界で存在感のある

ファインケミカル創造企業」を目指す～「未来志向のものづくり」に挑戦～』を基本方針に掲げ、重点施策及び各

種経営課題への取り組みを行っているところであります。

　当第２四半期累計期間の業績状況といたしましては、売上高は前年同四半期比10.0％減の4,866百万円となり、売

上高の減少並びに販売費及び一般管理費の増加に伴い、営業利益は前年同四半期比45.2％減の146百万円、経常利益

は前年同四半期比51.8％減の132百万円、四半期純利益は前年同四半期比29.0％減の116百万円となりました。

   　製品区分ごとの販売の状況は次の通りであります。　

　（単位：百万円）

 
平成28年３月期第２四半期累計期間 平成29年３月期第２四半期累計期間

国内 輸出 合計 構成比(%) 国内 輸出 合計 構成比(%)

アミノ酸関係 619 1,745 2,364 43.7 595 1,216 1,812 37.2

化成品関係 1,111 432 1,544 28.6 1,043 292 1,335 27.5

医薬品関係 1,134 364 1,499 27.7 1,185 532 1,718 35.3

合 計 2,866 2,542 5,408 100.0 2,824 2,041 4,866 100.0

構成比(%) 53.0 47.0 100.0  58.0 42.0 100.0  
 

（注）　金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（2）　財政状態の分析

当第２四半期会計期間末における各貸借対照表項目の増減要因は、次の通りであります。

（流動資産）

当第２四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末から60百万円増加し、8,504百万円となりました。これは主

に、製品、原材料の増加と、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。

（固定資産）

当第２四半期会計期間末の固定資産は、前事業年度末から162百万円増加し、9,565百万円となりました。これは

主に、機械及び装置と、投資有価証券の評価差益の増加によるものであります。

（流動負債）

当第２四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末から496百万円増加し、4,562百万円となりました。これは

主に、短期借入金の増加によるものであります。

（固定負債）

当第２四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末から355百万円減少し、2,867百万円となりました。これは

主に、長期借入金の減少によるものであります。

（純資産）

当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末から81百万円増加し、10,639百万円となりました。これ

は主に、その他有価証券評価差額金の増加によるものであります。

　

 (3)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,099百万円となり前事業年度末に

比べ174百万円減少いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により増加した資金は267百万円(前年同四半期は558百万円の増加)となりました。これは主に、税引前

四半期純利益143百万円、減価償却費307百万円、仕入債務の増加197百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増

加421百万円等による資金の減少との差額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)

投資活動の結果減少した資金は738百万円(前年同四半期は353百万円の減少)となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出768百万円等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)

財務活動により増加した資金は301百万円(前年同四半期は346百万円の減少)となりました。これは主に、短期借

入金の純増加額700百万円と、長期借入金の返済による支出233百万円等との差額によるものであります。
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（4）　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次の通りです。

（基本方針）

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の掲げる企業理念及び経営理念

を尊重し、それを実現するための具体的諸施策を推進することにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保

し、継続的に向上させていく者が望ましいと考えます。

当社は、上場企業として当社株式の自由な取引を尊重する観点から、支配権の移転を伴う当社株式の大量買付提

案等があった場合には、それが当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の確保に資するものかどうかの評価やそ

の是非について、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。

しかし、株式の買付行為の中には、対象とする会社の経営陣との意思疎通の努力を怠り、一方的に大量買付行為

又はこれに類似する行為を強行する事例も存在しております。また、これらの大量買付提案の中には、高値で対象

となる会社に株式を買取らせようとするもの、いわゆる焦土化経営を行うとするもの、株主の皆様に株式の売却を

事実上強要する恐れのあるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する可能性が高いものが少なくありま

せん。

こうした状況下において、大量買付提案等に応じるか否かのご判断を株主の皆様に適切に行っていただくために

は、大量買付者側から買付条件や買収した後の経営方針、事業計画等に関する十分な情報提供がなされる必要があ

ると考えます。また、当社は、その大量買付提案等に対する当社取締役会の評価や意見、大量買付提案等に対する

当社取締役会による代替案等を株主の皆様にご提供しなければなりません。当社といたしましては大量買付提案等

に係る一連のプロセスをルール化することにより、関係当事者が最も適切な判断を行えるような仕組みを構築する

ことが必須であると考えております。

このような考え方を、「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」として掲げるとと

もに、不適切な企業買収行為を防止する仕組みとして「大量買付のルール」を定めております。

　

（5）　研究開発活動

当第２四半期累計期間の研究開発費の総額は、288,432千円であります。

 
（6）　重要な設備の新設等

平成28年９月16日開催の取締役会において、医薬品原薬・中間体の生産能力を大幅に増強するため、常磐工場(福

島県いわき市)敷地内に、新規設備を建設することを決定いたしました。なお、竣工は2018年(平成30年)３月を予定

しておりますが、当局・主要な取引先による審査並びに許可を得た後、本格稼働は2018年度(平成30年度)後半とな

る見込みです。

新設備の概要は下記の通りとなっております。

・所在地　　福島県いわき市常磐西郷町落合788(常磐工場敷地内）

・投資金額　約34億円

・建屋概要　鉄骨造５階建て 建築面積564㎡ 延べ床面積1,943㎡

・生産品目　医薬品原薬・中間体

・着工予定　2017年(平成29年)４月

・竣工予定　2018年(平成30年)３月

・主要設備　1,000～5,000Lの反応槽、遠心分離機、乾燥機等、クリーンルーム(ＩＳＯクラス８)
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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 60,000,000

計 60,000,000
 

　

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11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 21,974,000 21,974,000
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株で
あります。

計 21,974,000 21,974,000 － －
 

　

(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７月１日～
平成28年９月30日

－ 21,974,000 － 3,471,000 － 3,250,140
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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(％)

ニプロ株式会社 大阪府大阪市北区本庄西３丁目９－３ 4,395 20.00

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 1,168 5.32

ゼリア新薬工業株式会社 東京都中央区日本橋小舟町１０番１１号 918 4.18

住友化学株式会社 東京都中央区新川２丁目２７番１号 895 4.07

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 816 3.71

三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 795 3.62

大日本住友製薬株式会社 大阪府大阪市中央区道修町２丁目６－８ 641 2.92

株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町２丁目５番５号 614 2.79

住友商事ケミカル株式会社 東京都中央区晴海１丁目８－１２ 535 2.43

あすか製薬株式会社 東京都港区芝浦２丁目５－１ 366 1.67

計 － 11,143 50.71
 

(注)　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次の通りであります。

　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社1,168千株
　

(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）
（自己保有株式）  

－ －
普通株式 145,400

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,776,300 217,763 －

単元未満株式 普通株式 52,300 － －

発行済株式総数  21,974,000 － －

総株主の議決権  － 217,763 －
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が64株含まれております。
　

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(％)

（自己保有株式）
有機合成薬品工業株式会社

東京都中央区日本橋人
形町三丁目10番４号

145,400 － 145,400 0.66

計 － 145,400 － 145,400 0.66
 

　

２ 【役員の状況】

   前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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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２四半期会計期間（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）に係る四半期財務諸表につ

いて、監査法人保森会計事務所により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みて、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。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次の通りであります。

    ①　資産基準                   0.7％

    ②　売上高基準            　   0.0％

    ③　利益基準           　　    3.1％

    ④　利益剰余金基準             2.7％

   ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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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２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,494,517 1,319,866

  受取手形及び売掛金 2,929,340 2,783,126

  製品 2,551,013 2,849,801

  仕掛品 382,723 406,063

  原材料 828,130 931,444

  その他 258,249 214,441

  貸倒引当金 △300 △300

  流動資産合計 8,443,675 8,504,444

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,438,949 1,439,461

   機械及び装置（純額） 1,479,616 1,532,337

   土地 3,181,828 3,181,828

   その他（純額） 1,083,473 1,104,740

   有形固定資産合計 7,183,868 7,258,367

  無形固定資産 87,220 102,683

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,871,018 1,987,890

   その他 260,564 216,089

   投資その他の資産合計 2,131,583 2,203,980

  固定資産合計 9,402,672 9,565,031

 資産合計 17,846,347 18,069,476

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,478,356 1,675,358

  短期借入金 700,000 1,400,000

  1年内返済予定の長期借入金 466,600 566,800

  未払法人税等 110,561 57,986

  賞与引当金 210,717 195,056

  その他 1,099,932 667,634

  流動負債合計 4,066,167 4,562,836

 固定負債   

  長期借入金 1,458,500 1,125,000

  再評価に係る繰延税金負債 600,638 600,638

  退職給付引当金 848,924 839,940

  資産除去債務 14,316 14,386

  その他 300,055 287,287

  固定負債合計 3,222,435 2,867,252

 負債合計 7,288,603 7,430,089
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,471,000 3,471,000

  資本剰余金 3,250,140 3,250,140

  利益剰余金 3,211,800 3,197,713

  自己株式 △46,671 △46,685

  株主資本合計 9,886,270 9,872,168

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 585,751 681,484

  繰延ヘッジ損益 △10 －

  土地再評価差額金 85,733 85,733

  評価・換算差額等合計 671,474 767,217

 純資産合計 10,557,744 10,639,386

負債純資産合計 17,846,347 18,069,476
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(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 5,408,543 4,866,137

売上原価 4,235,248 3,757,999

売上総利益 1,173,295 1,108,137

販売費及び一般管理費   

 役員報酬及び給料手当 188,166 191,684

 賞与引当金繰入額 46,895 44,896

 退職給付費用 19,479 19,231

 研究開発費 239,174 288,432

 その他 413,044 417,878

 販売費及び一般管理費合計 906,760 962,123

営業利益 266,535 146,014

営業外収益   

 受取利息 412 314

 受取配当金 17,812 18,250

 助成金収入 ※  11,248 ※  4,334

 雑収入 9,889 12,121

 営業外収益合計 39,363 35,020

営業外費用   

 支払利息 25,634 21,458

 社債利息 499 123

 アレンジメントフィー － 13,500

 雑損失 3,737 13,025

 営業外費用合計 29,871 48,108

経常利益 276,026 132,926

特別利益   

 投資有価証券売却益 － 29,133

 特別利益合計 － 29,133

特別損失   

 固定資産除却損 29,954 18,462

 特別損失合計 29,954 18,462

税引前四半期純利益 246,071 143,598

法人税等 81,500 26,700

四半期純利益 164,571 116,897
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(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   

 税引前四半期純利益 246,071 143,598

 減価償却費 251,164 307,901

 賞与引当金の増減額（△は減少） 51,519 △15,661

 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） △22,446 －

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,178 △8,983

 投資有価証券売却損益（△は益） － △29,133

 固定資産除却損 29,954 18,462

 助成金収入 △11,248 △4,334

 受取利息及び受取配当金 △18,225 △18,565

 雑収入 △9,889 △12,121

 支払利息 26,133 21,582

 雑損失 3,737 22,761

 売上債権の増減額（△は増加） △186,834 140,705

 たな卸資産の増減額（△は増加） △46,694 △421,665

 仕入債務の増減額（△は減少） 264,526 197,002

 未払又は未収消費税等の増減額 △69,564 54,339

 その他 △57,992 △58,579

 小計 459,391 337,310

 利息及び配当金の受取額 18,224 18,582

 利息の支払額 △25,657 △23,574

 補助金の受取額 8,139 15,733

 その他 6,898 △6,729

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 91,668 △74,240

 営業活動によるキャッシュ・フロー 558,664 267,082

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の売却による収入 － 43,793

 有形固定資産の取得による支出 △333,407 △768,126

 有形固定資産の除却による支出 △19,909 △13,018

 貸付けによる支出 △410 －

 貸付金の回収による収入 1,627 1,367

 無形固定資産の取得による支出 △1,391 △2,693

 その他固定資産の取得による支出 △263 △274

 その他固定資産の解約による収入 148 90

 投資活動によるキャッシュ・フロー △353,605 △738,861
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           (単位：千円)

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） － 700,000

 長期借入金の返済による支出 △174,300 △233,300

 リース債務の返済による支出 △12,768 △12,768

 社債の償還による支出 △49,500 △22,500

 自己株式の取得による支出 △656 △56

 自己株式の売却による収入 － 29

 配当金の支払額 △109,001 △130,258

 財務活動によるキャッシュ・フロー △346,226 301,146

現金及び現金同等物に係る換算差額 △579 △4,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △141,746 △174,651

現金及び現金同等物の期首残高 1,736,472 1,274,517

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,594,725 ※  1,099,866
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【注記事項】

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第２四半期累計期間

(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

税金費用の計算

 

　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

　「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

半期会計期間から適用しております。
 

 

(四半期損益計算書関係)

※ 東日本大震災に係る被災地域の復旧及び復興促進を目的とする雇用支援に対する福島県からの補助金等でありま

す。　　　

(四半期キャッシュ・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貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りでありま

  す。

 

 
前第２四半期累計期間
(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 1,744,725千円 1,319,866千円

預入期間が３か月超の定期預金 △150,000千円 △220,000千円

現金及び現金同等物 1,594,725千円 1,099,866千円
 

　

(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間（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

(千円)
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23日
定時株主総会

普通株式 109,154 5.00 平成27年３月31日 平成27年６月24日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるも

　の

　　　　該当事項はありません。

　

当第２四半期累計期間（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

(千円)
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24日
定時株主総会

普通株式 130,971 6.00 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるも

　の

　　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　

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

当社はファインケミカル事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

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

当社はファインケミカル事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(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。

　

項目
前第２四半期累計期間
(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 7.54円 5.36円

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 164,571 116,897

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(千円) 164,571 116,897

普通株式の期中平均株式数(株) 21,829,622 21,828,519
 

(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。
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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

有機合成薬品工業株式会社

取締役会  御中

監査法人　保森会計事務所
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   小   山   貴　　久　　印

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   渡   部   逸   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」に掲げられている有機合成薬品工

業株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第97期事業年度の第２四半期会計期間(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)に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・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、有機合成薬品工業株式会社の平成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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