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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30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 ％

30年3月期第2四半期 9,996 2.8 156 175.4 150 87.3 70 24.3

29年3月期第2四半期 9,728 △7.9 56 △84.8 80 △79.5 56 △76.0

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　189百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△201百万円 （―％）

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

30年3月期第2四半期 5.63 ―

29年3月期第2四半期 4.54 ―

(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 ％

30年3月期第2四半期 17,899 9,673 53.4

29年3月期 17,201 9,595 55.1

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 9,554百万円 29年3月期 9,476百万円

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

29年3月期 ― 7.00 ― 9.00 16.00

30年3月期 ― 7.00

30年3月期（予想） ― 9.00 16.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 22,860 11.5 431 102.1 455 58.3 270 28.7 21.58

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 有

(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） 30年3月期2Q 12,744,054 株 29年3月期 12,744,054 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 234,893 株 29年3月期 234,893 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 12,509,161 株 29年3月期2Q 12,509,161 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付P.2「1．
当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢が改善するなど緩やかな回復基調で推移し

ましたが、不安定な海外情勢などの影響も懸念され、依然として先行き不透明な状況が続いております。このような

状況の中、当社グループは、「みんなのために よりよい商品 ゆたかな愛情」の社是の下、「下地から仕上げまで

の総合塗料メーカーをめざす」を経営方針として掲げ、良い伝統を築いていく所存です。

建築業界でリノベーションの考え方が定着しつつある中、当第２四半期連結累計期間においては、外壁の下地の劣

化に対応した適切な処置方法として「キクスイ改修パッケージプラン」を提案し、業界のソーシャルワーカーとして

発展に寄与したいと考え、活用提案と製品紹介を行う、新製品説明会を全国８都市で開催し、販売強化を推進いたし

ました。

また、工事においては、安全・品質管理および施工体制の更なる強化と整備を行い、シェア拡大に努めました。戸

建住宅の改修工事では、高耐候長寿命化の市場のニーズに応える高付加価値製品への切替が順調に行われ、顧客から

高い評価を頂くとともに、堅調なご指名を頂くことが出来ました。さらに、愛知県瀬戸市に建設を進めてまいりまし

た弱溶剤塗料製造工場が竣工し、さらなる商品の統合、合理化と新商品展開に着手しました。

その結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高99億96百万円と前年同四半期と比べて２億68百

万円の増収となりました。

また、利益につきましては、営業利益は1億56百万円と前年同四半期と比べて99百万円の増益、経常利益は1億50百

万円と前年同四半期と比べて70百万円の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は70百万円と前年同四半期と比べ

て13百万円増益となりました。

なお、当社グループは、製品販売・工事の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。

（２）財政状態に関する説明

　 (資産)

当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は178億99百万円(前連結会計年度末比6億97百万円増)となりまし

た。

これは主として現金及び預金が5億87百万円、建設仮勘定が9億44百万円減少し、建物及び構築物が12億77百万円、

機械及び運搬具が3億95百万円増加したことによるものであります。

　

(負債)

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は82億26百万円(前連結会計年度末比6億20百万円増)となりまし

た。

これは主として社債が3億83百万円、長期借入金1億43百万円増加したことによるものであります。

　

(純資産)

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は96億73百万円(前連結会計年度末比77百万円増)となりました。

これは主としてその他有価証券評価差額金が1億33百万円増加したことによるものであります。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成30年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成29年５月12日に発表いたしました業績予想から修正を行っ

ておりません。

　※上記の業績予測は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は予想数値と異なる

可能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,684,561 3,097,076

受取手形及び売掛金 5,495,143 5,928,226

商品及び製品 881,803 832,933

仕掛品 232,203 315,030

原材料及び貯蔵品 347,117 346,382

繰延税金資産 57,912 57,912

その他 472,995 464,440

貸倒引当金 △5,263 △5,569

流動資産合計 11,166,474 11,036,431

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 661,276 1,939,215

機械装置及び運搬具（純額） 183,327 579,155

土地 1,105,752 1,248,483

建設仮勘定 1,217,004 272,281

その他（純額） 68,826 75,509

有形固定資産合計 3,236,188 4,114,645

無形固定資産

その他 194,419 182,671

無形固定資産合計 194,419 182,671

投資その他の資産

投資有価証券 2,124,475 2,091,806

繰延税金資産 72,761 32,745

長期預金 210,000 210,000

その他 173,376 188,460

貸倒引当金 △1,410 △1,409

投資その他の資産合計 2,579,202 2,521,602

固定資産合計 6,009,810 6,818,919

繰延資産 25,190 44,029

資産合計 17,201,474 17,899,380
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,581,287 3,630,585

短期借入金 1,468,459 1,368,186

1年内償還予定の社債 130,400 181,200

1年内返済予定の長期借入金 56,860 85,360

未払法人税等 29,829 71,901

賞与引当金 77,437 73,389

完成工事補償引当金 8,324 892

その他 613,218 639,203

流動負債合計 5,965,817 6,050,718

固定負債

社債 650,800 1,034,000

長期借入金 226,120 369,190

役員退職慰労引当金 101,280 86,880

完成工事補償引当金 38,444 40,682

退職給付に係る負債 512,227 518,692

その他 110,789 126,087

固定負債合計 1,639,660 2,175,531

負債合計 7,605,478 8,226,250

純資産の部

株主資本

資本金 1,972,735 1,972,735

資本剰余金 1,670,795 1,670,795

利益剰余金 5,768,283 5,726,237

自己株式 △118,411 △118,411

株主資本合計 9,293,403 9,251,356

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 367,495 501,429

退職給付に係る調整累計額 △7,759 △6,867

為替換算調整勘定 △176,141 △191,752

その他の包括利益累計額合計 183,594 302,808

非支配株主持分 118,998 118,964

純資産合計 9,595,996 9,673,130

負債純資産合計 17,201,474 17,899,380
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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：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 9,728,093 9,996,150

売上原価 7,302,334 7,509,324

売上総利益 2,425,758 2,486,826

販売費及び一般管理費 2,368,979 2,330,468

営業利益 56,778 156,357

営業外収益

受取利息 10,875 3,435

受取配当金 23,968 14,388

仕入割引 8,410 1,297

為替差益 15,393 318

その他 9,044 7,316

営業外収益合計 67,692 26,756

営業外費用

支払利息 7,128 7,144

売上割引 4,154 4,915

社債発行費 29,707 14,041

その他 3,002 6,269

営業外費用合計 43,992 32,371

経常利益 80,478 150,741

特別利益

投資有価証券売却益 13,001 16,217

特別利益合計 13,001 16,217

特別損失

固定資産除却損 441 33,950

特別損失合計 441 33,950

税金等調整前四半期純利益 93,038 133,008

法人税等 40,981 61,415

四半期純利益 52,057 71,592

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△4,707 1,057

親会社株主に帰属する四半期純利益 56,764 70,535
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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：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 52,057 71,592

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,935 133,933

退職給付に係る調整額 426 891

為替換算調整勘定 △237,222 △16,701

その他の包括利益合計 △253,732 118,123

四半期包括利益 △201,675 189,716

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △176,844 189,748

非支配株主に係る四半期包括利益 △24,830 △31

決算短信（宝印刷） 2017年11月09日 15時00分 8ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



菊水化学工業株式会社(7953) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 7 ―

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 93,038 133,008

減価償却費 111,273 99,676

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,652 6,465

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26,640 △14,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △588 305

賞与引当金の増減額（△は減少） 77,288 △4,048

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △17,838 △5,194

受取利息及び受取配当金 △34,844 △17,823

支払利息 7,128 7,144

社債発行費 29,707 14,041

投資有価証券売却損益（△は益） △13,001 △16,217

固定資産除売却損益（△は益） 441 33,950

売上債権の増減額（△は増加） 408,909 △433,877

たな卸資産の増減額（△は増加） 257,842 △33,738

仕入債務の増減額（△は減少） △316,233 49,350

未払費用の増減額（△は減少） △286,437 123,426

その他 41,602 △73,474

小計 343,300 △131,401

利息及び配当金の受取額 21,945 17,800

利息の支払額 △7,040 △6,712

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △216,803 8,240

営業活動によるキャッシュ・フロー 141,402 △112,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 199,992 △2

有形固定資産の取得による支出 △467,074 △1,034,573

無形固定資産の取得による支出 △91,079 △3,865

投資有価証券の取得による支出 △704,385 △590,771

投資有価証券の売却による収入 705,585 823,563

繰延資産の取得による支出 △29,703 △25,186

その他 △4,157 △41,279

投資活動によるキャッシュ・フロー △390,821 △872,116

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） △3,367 △100,272

長期借入れによる収入 70,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △98,424 △28,430

社債の償還による支出 △34,400 △66,000

社債の発行による収入 670,293 485,958

リース債務の返済による支出 △833 △833

配当金の支払額 △97,061 △97,080

財務活動によるキャッシュ・フロー 506,205 393,340

現金及び現金同等物に係る換算差額 △204,374 3,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 52,411 △587,487

現金及び現金同等物の期首残高 3,632,958 3,356,666

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,685,370 2,769,179
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（４）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

項目
当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

税金費用の計算 　当連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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。

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

　該当事項はありません。

(セグメント情報)

当社グループの事業セグメントは、「製品販売・工事」事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいた

め、セグメント情報の記載を省略しております。
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