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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97期

第１四半期
累計期間

第98期
第１四半期
累計期間

第97期

会計期間
自　平成28年４月１日

至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日

至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日

至　平成29年３月31日

売上高 （百万円） 2,377 2,504 10,396

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △21 72 411

四半期(当期)純利益 （百万円） 1 27 355

持分法を適用した場合の投資
利益

（百万円） － － －

資本金 （百万円） 3,471 3,471 3,471

発行済株式総数 （株） 21,974,000 21,974,000 21,974,000

純資産額 （百万円） 10,517 10,879 10,916

総資産額 （百万円） 17,800 20,258 19,474

１株当たり四半期(当期)純利
益金額

（円） 0.08 1.26 16.28

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 （％） 59.1 53.7 56.1
 

(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。

５．第98期第１四半期累計期間より金額の表示単位を千円から百万円に変更しております。なお、比較を容易に

するために、第97期及び第97期第１四半期累計期間についても百万円単位に組替え表示しております。

６．第98期第１四半期累計期間より株式の表示単位を千株から株に変更しております。なお、比較を容易にする

ために、第97期及び第97期第１四半期累計期間についても株単位に組替え表示しております。

 

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、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１四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１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業の設備投資や雇用情勢・所得環境の改善が進み、全般的な企

業収益も比較的安定して推移しました。

化学工業におきましても、需給状況や設備稼働も引き続き堅調であり、今後の原油相場や為替の動向による石油

化学品原料価格や輸出販売価格の変動等の影響懸念は残るものの、事業環境は底堅く推移しています。

このような状況下、当社は平成29年3月期を起点とする３ヵ年の中期経営計画を基に、『「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１四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5.3％増の2,504百万円となり、売

上高の増加並びに販売管理費の減少に伴い、営業利益は44百万円、経常利益は72百万円、四半期純利益は27百万円

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）

製品区分
平成29年３月期第１四半期累計期間 平成30年３月期第１四半期累計期間

国内 輸出 合計 構成比(%) 国内 輸出 合計 構成比(%)

アミノ酸関係 291 653 944 39.8 271 557 828 33.1

化成品関係 472 174 646 27.2 718 155 874 34.9

医薬品関係 493 292 785 33.0 623 177 800 32.0

合 計 1,256 1,120 2,377 100.0 1,613 890 2,504 100.0

構成比(%) 52.9 47.1 100.0  64.4 35.6 100.0  
 

（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１四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１四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末から93百万円増加し、8,943百万円となりました。これは主

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

(固定資産)

当第１四半期会計期間末の固定資産は、前事業年度末から690百万円増加し、11,315百万円となりました。これは

主に、建設仮勘定の増加によるものであります。

(流動負債)

当第１四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末から1,037百万円増加し、6,108百万円となりました。これ

は主に、支払手形及び買掛金、設備関係電子記録債務の増加と、賞与引当金の減少によるものであります。

(固定負債)

当第１四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末から217百万円減少し、3,270百万円となりました。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１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末から36百万円減少し、10,879百万円となりました。これは主

に、その他有価証券評価差額金の増加と、利益剰余金の減少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１四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、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

強行する事例が顕在化しております。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。

　

（4）　研究開発活動

当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は、85百万円であります。
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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１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29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 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
 

(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29年４月１日～
平成29年６月30日

－ 21,974,000 － 3,471 － 3,250
 

　

(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。
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(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

ことができませんので、直前の基準日である平成29年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成29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 145,700

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,776,600 217,766 －

単元未満株式 普通株式 51,700 － －

発行済株式総数  21,974,000 － －

総株主の議決権  － 217,766 －
 

(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４株含まれております。

 
② 【自己株式等】

平成29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(％)

（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

145,700 － 145,700 0.66

計 － 145,700 － 145,700 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。

 

EDINET提出書類

有機合成薬品工業株式会社(E00848)

四半期報告書

 6/15



第４ 【経理の状況】
　

１．四半期財務諸表の作成方法について

(１)　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） 当社の四半期財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりま

　　 したが、当第１四半期会計期間及び当第１四半期累計期間より百万円単位で記載することに変更いたしまし

　　　た。

 
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29年４月１日から平成29年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年６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　　　　　　　　    0.5％

　②　売上高基準　　　　　　　    0.0％

　③　利益基準　　　　　　　 　   2.5％

　④　利益剰余金基準　　　　　    2.2％

　※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：百万円)

          
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,419 1,746

  受取手形及び売掛金 3,430 2,930

  製品 2,567 2,756

  仕掛品 408 320

  原材料 828 967

  その他 194 221

  貸倒引当金 △0 △0

  流動資産合計 8,849 8,943

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,405 1,386

   機械及び装置（純額） 1,577 1,572

   土地 3,110 3,110

   建設仮勘定 1,218 1,903

   その他（純額） 980 950

   有形固定資産合計 8,291 8,923

  無形固定資産 112 107

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,034 2,126

   その他 186 157

   投資その他の資産合計 2,221 2,284

  固定資産合計 10,625 11,315

 資産合計 19,474 20,258

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,293 1,623

  電子記録債務 167 238

  短期借入金 1,700 1,700

  1年内返済予定の長期借入金 614 614

  未払法人税等 36 24

  賞与引当金 181 98

  設備関係電子記録債務 398 1,248

  その他 678 560

  流動負債合計 5,070 6,108

 固定負債   

  長期借入金 1,743 1,518

  再評価に係る繰延税金負債 600 600

  退職給付引当金 855 869

  資産除去債務 14 14

  その他 274 268

  固定負債合計 3,488 3,270

 負債合計 8,558 9,379
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,471 3,471

  資本剰余金 3,250 3,250

  利益剰余金 3,353 3,250

  自己株式 △46 △46

  株主資本合計 10,028 9,924

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 719 786

  繰延ヘッジ損益 － △0

  土地再評価差額金 168 168

  評価・換算差額等合計 888 955

 純資産合計 10,916 10,879

負債純資産合計 19,474 20,258
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：百万円)

          前第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)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 2,377 2,504

売上原価 1,837 1,998

売上総利益 539 505

販売費及び一般管理費   

 役員報酬及び給料手当 96 95

 賞与引当金繰入額 22 22

 研究開発費 219 85

 その他 229 257

 販売費及び一般管理費合計 568 460

営業利益又は営業損失（△） △28 44

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 18 38

 雑収入 6 4

 営業外収益合計 24 43

営業外費用   

 支払利息 10 10

 為替差損 5 －

 雑損失 1 4

 営業外費用合計 17 15

経常利益又は経常損失（△） △21 72

特別損失   

 固定資産除却損 6 24

 特別損失合計 6 24

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △27 47

法人税等 △29 20

四半期純利益 1 27
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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１四半期累計期間

(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

税金費用の計算

 

　税金費用については、当第１四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。
 

 
(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、次の通りであります。

 
前第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)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
 至 平成29年６月30日)

減価償却費 151百万円 158百万円
 

　

(株主資本等関係)

前第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．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24日
定時株主総会

普通株式 130 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１四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１四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１四半期累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６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29年6月23日
定時株主総会

普通株式 130 6.00 平成29年３月31日 平成29年６月26日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四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１四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）

　　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１四半期累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６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)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
 至 平成29年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 0.08円 1.26円

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(百万円) 1 27

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1 27

普通株式の期中平均株式数(株) 21,828,403 21,828,043
 

(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。

　

EDINET提出書類

有機合成薬品工業株式会社(E00848)

四半期報告書

13/15



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８月９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29年４月１日から平成30年３月31日までの第98期事業年度の第１四半期会計期間(平成29年４月１日か

ら平成29年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29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、有機合成薬品工業株式会社の平成29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（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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