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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60期

第２四半期連結
累計期間

第61期
第２四半期連結

累計期間
第60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) 11,744,070 11,230,953 23,295,895

経常利益 (千円) 2,238,810 1,780,984 3,982,459

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 1,548,620 1,287,443 2,782,064

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,538,842 1,001,918 2,482,678

純資産額 (千円) 18,050,302 19,778,325 18,897,289

総資産額 (千円) 25,801,424 27,769,062 26,121,452

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 320.27 266.26 575.36

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 (％) 68.5 70.8 71.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,002,847 1,530,162 4,290,871

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △638,936 △1,050,478 △1,508,200

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,524,842 1,003,426 △2,949,348

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 4,871,441 5,998,386 4,734,406
 

 

回次
第60期

第２四半期連結
会計期間

第61期
第２四半期連結

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) 168.15 135.24
 

(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．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２四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。

 

EDINET提出書類

第一稀元素化学工業株式会社(E00806)

四半期報告書

 2/18



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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】

(1) 業績の状況

　当第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日～平成28年９月30日）における世界経済は、米国では雇用や個人

消費が堅調に推移したことに加えて、企業業況も改善傾向が続き、経済の穏やかな拡大基調が進みました。欧州で

は、国ごとに状況が異なるものの、全体では緩やかなペースで景気の回復が続きました。一方、アジア経済は、中

国では生産・消費・投資ともに伸びが縮小し、景気の減速傾向が続きました。その他のアジア諸国も伸び悩む傾向

がみられました。

　わが国経済は、雇用・所得環境が改善し、個人消費も回復の兆しがみられたものの、円高などの要因により景気

回復の動きには弱さがみられました。　

当社グループの主要顧客であります自動車業界におきましては、ライトビークル市場（乗用車・小型商用車）

で、米国、欧州、中国が好調に推移し、当社グループの販売数量も堅調に推移しました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、販売数量が増加したものの、円高影響等により11,230百

万円(前年同期比4.4％減)となりました。営業利益は販売数量増加に伴う操業度上昇とコスト低減活動により2,350

百万円(前年同期比3.0％増)となりましたが、経常利益は為替差損等の影響により1,780百万円(前年同期比20.4％

減)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,287百万円(前年同期比16.9％減)となりました。

　

(2) 財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は27,769百万円で、前連結会計年度末に比べ1,647百万円増加しまし

た。これは主に、現金及び預金の増加(863百万円)、有価証券の増加(400百万円)等によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における負債は7,990百万円となり、前連結会計年度末に比べ766百万円増加しまし

た。これは主に、長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)の増加(1,222百万円)、支払手形及び買掛金の減少

(235百万円)、未払法人税等の減少(157百万円)等によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は19,778百万円で、前連結会計年度末に比べ881百万円増加しまし

た。これは主に、利益剰余金の増加(1,166百万円)によるものであります。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末71.2％から70.8％となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが1,530百万円の

収入、投資活動によるキャッシュ・フローが1,050百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1,003百万

円の収入となり、この結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）残高は、

前連結会計年度末に比べ1,263百万円増加し、5,998百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は1,530百万円（前年同四半期は2,002百万

円の収入）となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益1,790百万円、減価償却費550百万円等による

ものであります。

　一方、主な支出は、法人税等の支払額△811百万円等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）

 当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は1,050百万円（前年同四半期は638百万円

の使用）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△987百万円及び無形固定資産の取得による

支出△78百万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）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、得られた資金は1,003百万円（前年同四半期は1,524百万

円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の借入れによる収入2,100百万円、長期借入金の返済による支

出△875百万円、短期借入金の返済による支出△600百万円及び短期借入れによる収入500百万円等によるものであ

ります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの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。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は401百万円であります。なお、当第２四半

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。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因はありません。
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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 19,520,000

計 19,520,000
 

 

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 4,880,000 4,880,000
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数
100株

計 4,880,000 4,880,000 ― ―
 

 

(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

― 4,880,000 ― 787,100 ― 1,194,589
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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

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

國部　克彦 大阪府吹田市 296,000 6.06

HSBC - FUND SERVICES, SPARX
ASSET MANAGEMENT CO
LTD　　　　　　　　　　　　
（常任代理人　香港上海銀行東
京支
店）　　　　　　　　　　　

1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG     
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

217,800 4.46

第一稀元素化学工業従業員持株
会

大阪市住之江区平林南１丁目６番38号 212,900 4.36

岩谷産業株式会社 大阪市中央区本町３丁目６番４号 172,200 3.52

CBNY - GOVERNMENT OF
NORWAY　　　　　（常任代理
人　シティバンク銀行株式会
社）

388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 
10013 USA                      
　　　　　　　　 (東京都新宿区新宿６丁目
27番30号）

168,400 3.45

井上　純子 大阪府高槻市 162,000 3.31

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番11号 161,300 3.30

井上　　剛 大阪府高槻市 152,900 3.13

國部　智之 大阪府吹田市 132,000 2.70

KBL EPB S.A. 107704
（常任代理人　株式会社みずほ
銀行決済営業部)

43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG
(東京都港区港南２丁目15番１号 品川イン
ターシティA棟)

125,600 2.57

計 ― 1,801,100 36.90
 

(注) １．上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 　　　 161,300株

２．平成28年６月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、スパークス・アセット・マネジ

メント株式会社が平成28年６月13日現在で当社株式を次のとおり所有している旨が記載されているものの、

当社として当第２四半期会計期間末時点における当該法人の実質保有株式数の確認はできませんので、上記

大株主の状況には含めておりません。

　

当大量保有報告書の内容は以下のとおりです。
 

氏名又は名称 住所
保有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
保有株式数
の割合(％)

スパークス・アセット・マネジ
メント株式会社

東京都品川区東品川２丁目２番４号
天王州ファーストタワー

421,600 8.64
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(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 44,700
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 4,833,100
 

48,331 ―

単元未満株式 普通株式 2,200
 

― ―

発行済株式総数 4,880,000 ― ―

総株主の議決権 ― 48,331 ―
 

(注) 「単元未満株式」には当社所有の自己株式3株が含まれております。

 

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(％)

第一稀元素化学工業
株式会社

大阪市住之江区
平林南１丁目６番38号

44,700 ― 44,700 0.92

計 ― 44,700 ― 44,700 0.92
 

 

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いて、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２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(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：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,434,406 5,298,386

  受取手形及び売掛金 4,420,521 4,585,836

  有価証券 300,000 700,000

  製品 2,211,313 2,131,145

  仕掛品 1,404,402 1,625,948

  原材料及び貯蔵品 1,580,372 1,470,659

  その他 1,467,579 1,401,379

  流動資産合計 15,818,595 17,213,355

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,197,698 2,183,357

   機械装置及び運搬具（純額） 1,804,463 2,758,350

   土地 1,484,243 1,484,243

   建設仮勘定 2,811,831 2,172,486

   その他（純額） 340,963 369,817

   有形固定資産合計 8,639,201 8,968,255

  無形固定資産 277,040 351,099

  投資その他の資産 1,386,615 1,236,352

  固定資産合計 10,302,857 10,555,706

 資産合計 26,121,452 27,769,062

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 931,921 696,241

  短期借入金 1,000,000 900,000

  1年内返済予定の長期借入金 1,055,510 742,040

  未払法人税等 845,495 687,934

  賞与引当金 326,600 340,250

  その他 1,239,973 1,268,055

  流動負債合計 5,399,501 4,634,521

 固定負債   

  長期借入金 1,625,769 3,161,318

  退職給付に係る負債 946 812

  その他 197,946 194,084

  固定負債合計 1,824,662 3,356,215

 負債合計 7,224,163 7,990,736

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 787,100 787,100

  資本剰余金 1,216,649 1,216,649

  利益剰余金 16,356,102 17,522,663

  自己株式 △83,047 △83,047

  株主資本合計 18,276,805 19,443,365

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 167,936 156,128

  為替換算調整勘定 206,669 107,217

  退職給付に係る調整累計額 △56,204 △56,404

  その他の包括利益累計額合計 318,401 206,942

 非支配株主持分 302,083 128,018

 純資産合計 18,897,289 19,778,325

負債純資産合計 26,121,452 27,769,062
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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27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第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)

売上高 11,744,070 11,230,953

売上原価 7,935,556 7,284,574

売上総利益 3,808,514 3,946,378

販売費及び一般管理費 ※  1,525,868 ※  1,596,182

営業利益 2,282,646 2,350,196

営業外収益   

 受取利息 3,353 5,327

 受取配当金 9,366 6,037

 助成金収入 5,919 44,931

 その他 15,096 23,017

 営業外収益合計 33,735 79,314

営業外費用   

 支払利息 11,814 3,686

 為替差損 28,250 588,075

 持分法による投資損失 36,948 52,494

 その他 557 4,269

 営業外費用合計 77,570 648,526

経常利益 2,238,810 1,780,984

特別利益   

 投資有価証券売却益 － 14,350

 補助金収入 55,294 －

 特別利益合計 55,294 14,350

特別損失   

 固定資産除却損 176 4,769

 特別損失合計 176 4,769

税金等調整前四半期純利益 2,293,928 1,790,564

法人税、住民税及び事業税 721,344 639,792

法人税等調整額 52,315 5,380

法人税等合計 773,659 645,173

四半期純利益 1,520,268 1,145,391

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △28,351 △142,051

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,548,620 1,287,443
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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27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第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)

四半期純利益 1,520,268 1,145,391

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 15,910 △11,807

 為替換算調整勘定 2,535 △85,289

 退職給付に係る調整額 △7,743 △199

 持分法適用会社に対する持分相当額 7,871 △46,175

 その他の包括利益合計 18,573 △143,472

四半期包括利益 1,538,842 1,001,918

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,566,286 1,175,983

 非支配株主に係る四半期包括利益 △27,444 △174,064
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(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27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第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)

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 2,293,928 1,790,564

 減価償却費 494,637 550,304

 賞与引当金の増減額（△は減少） 1,984 13,650

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △17,159 △13,092

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 211 －

 受取利息及び受取配当金 △12,719 △11,365

 支払利息 11,814 3,686

 為替差損益（△は益） 15,708 395,083

 補助金収入 △55,294 －

 持分法による投資損益（△は益） 36,948 53,205

 売上債権の増減額（△は増加） △140,741 △127,390

 たな卸資産の増減額（△は増加） 265,857 △41,137

 未払又は未収消費税等の増減額 254,429 △60,334

 仕入債務の増減額（△は減少） △53,116 △222,767

 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △57,301 40,125

 投資有価証券売却損益（△は益） － △14,350

 その他 △13,645 △22,264

 小計 3,025,541 2,333,916

 利息及び配当金の受取額 11,569 11,686

 利息の支払額 △12,409 △4,081

 法人税等の支払額 △1,021,854 △811,358

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,002,847 1,530,162

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △558,616 △987,216

 無形固定資産の取得による支出 △135,042 △78,878

 長期前払費用の取得による支出 △591 △8,319

 投資有価証券の取得による支出 △1,434 △1,513

 投資有価証券の売却による収入 － 23,350

 貸付けによる支出 △1,500 －

 貸付金の回収による収入 2,500 2,262

 補助金の受取額 55,294 －

 その他 454 △162

 投資活動によるキャッシュ・フロー △638,936 △1,050,478

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 400,000 500,000

 短期借入金の返済による支出 △700,000 △600,000

 長期借入れによる収入 － 2,100,000

 長期借入金の返済による支出 △1,127,416 △875,970

 非支配株主からの払込みによる収入 23,507 －

 配当金の支払額 △120,933 △120,603

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,524,842 1,003,426

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,899 △219,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,831 1,263,980

現金及び現金同等物の期首残高 5,036,273 4,734,406

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  4,871,441 ※  5,998,386
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

(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の適用)

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から適用し、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。これによる損益に与える影響額は

軽微であります。

　

(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。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し次のとおり債務保証を行っております。

 

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

山東広垠廸凱凱新材料
有限公司

444,648千円
山東広垠廸凱凱新材料
有限公司

444,648千円

山東広垠廸凱凱環保科技
有限公司

183,442千円
山東広垠廸凱凱環保科技
有限公司

183,442千円

計 628,090千円 計 628,090千円
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

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

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

賞与引当金繰入額 82,767千円 86,069千円

退職給付費用 20,750 23,310 

研究開発費 428,382 401,701 
 

 

(四半期連結キャッシュ・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連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

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

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

現金及び預金勘定 4,371,441千円 5,298,386千円

国内譲渡性預金(有価証券) 500,000 700,000 

現金及び現金同等物 4,871,441 5,998,386 
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(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25日
定時株主総会

普通株式 120,883 25.00 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金
 

　

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当第２四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

 

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11月13日
取締役会

普通株式 96,706 20.00 平成27年９月30日 平成27年12月２日 利益剰余金
 

 
Ⅱ　当第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)

(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23日
定時株主総会

普通株式 120,882 25.00 平成28年３月31日 平成28年６月24日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当第２四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

 

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11月14日
取締役会

普通株式 120,882 25.00 平成28年９月30日 平成28年12月２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】

当社グループは、化学工業製品の製造及び販売事業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、以下のとおりであります。

 

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

当第２四半期連結累計期間
(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 320円27銭 266円26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(千円) 1,548,620 1,287,443

　　普通株主に帰属しない金額(千円) － －

　　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(千円)

1,548,620 1,287,443

　　普通株式の期中平均株式数(株) 4,835,324 4,835,297
 

(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。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

平成28年11月14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) 中間配当による配当金の総額……………………120,882千円

(ロ) １株当たりの金額…………………………………25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２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、支払いを行います。
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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14日

第一稀元素化学工業株式会社

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   林　　　　　由　　佳　　印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   入　　山　　友　　作　　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」に掲げられている第一稀元素化学

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２四半期連結会計期間(平成28年７月１

日から平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(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

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、四半期連結

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、第一稀元素化学工業株式会社及び連結子会社の平成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２四半期連結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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