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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　外部専門家を交えた特別調査委員会による調査を行った結果、当社の連結子会社である株式会社ビー・インターナ

ショナル（以下、ビー社）が行っていた特定の顧客との取引に関し、当社及びビー社役職員には対象物品が実在しない

取引であることを認識していたと認められる者は見当たらなかったものの、実質的に資金のみが循環する取引であった

との報告を受けました。

　これを受けて、売上高を計上する通常の商取引としての会計処理は適当でないと判断し、当社は、過年度において重

要性の観点から修正を行わなかった事項の修正を含め、関係書類について訂正を行います。

　これらの訂正により、当社が平成26年８月12日に提出いたしました第95期第２四半期（自　平成26年４月１日　至　

平成26年６月30日）に係る四半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の４の７第４

項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任あずさ監査法人により四半期レビューを受けており、その

四半期レビュー報告書を添付しております。

 

２【訂正事項】
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

第２　事業の状況

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) 業績等の概要

(2) 財政状態

第４　経理の状況

２　監査証明について

１　四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(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

　　四半期包括利益計算書

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

　（四半期連結損益計算書関係）

　（セグメント情報等）

　（１株当たり情報）

四半期レビュー報告書

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、

訂正後のみを記載しております。
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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94期

第２四半期連結
累計期間

第95期
第２四半期連結

累計期間
第94期

会計期間

自平成25年
　１月１日
至平成25年
　６月30日

自平成26年
　１月１日
至平成26年
　６月30日

自平成25年
　１月１日
至平成25年
　12月31日

売上高 （百万円） 78,275 90,932 165,531

経常利益 （百万円） 1,188 1,218 2,320

四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△） （百万円） 775 △823 1,440

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,414 △1,050 2,597

純資産額 （百万円） 17,144 16,715 18,324

総資産額 （百万円） 63,997 75,046 71,392

１株当たり四半期（当期）純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金額（△）
（円） 7.08 △7.52 13.16

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 （％） 26.5 22.0 25.4

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △6,502 △8,736 △6,243

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 801 △2,959 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 4,193 11,477 5,772

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 （百万円） 3,129 3,982 4,281

 

回次
第94期

第２四半期連結
会計期間

第95期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成25年
　４月１日
至平成25年
　６月30日

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　６月30日

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金額（△）
（円） 2.83 △1.19

　（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. 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。

　なお、第１四半期連結会計期間より、株式会社ビー・インターナショナルは株式を取得したため、昭光エレクトロ

ニクス株式会社は新たに設立したため、それぞれ連結の範囲に含めております。

　また、当社グループの報告セグメントの区分は、「化学品」、「合成樹脂」、「金属」、「生活環境」、「情報電

材その他」としておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「化学品」、「合成樹脂」、「金属」、「海外」、

「生活環境その他」に変更しております。

　これは、事業構造変革の一環として既存の組織を見直し、従来以上に相乗効果を発揮すべく組織の一部を再編成し

たことに伴うものであります。

　変更点としては、従来「情報電材その他」に含めておりました「海外」を独立した報告セグメントとし、「生活環

境」と「情報電材その他」を「生活環境その他」に統合しております。また、「生活環境」に含めておりました食品

関連を「化学品」に変更しております。
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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)　業績等の概要

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げによる駆け込み需要とその反動の影響が、

一部業種・地域では見られるものの、賃上げ等を背景とした個人消費の持ち直しが期待され、緩やかながらも回復

軌道にあります。

　一方、海外においては、米国を中心に先進諸国の緩やかな景気回復が持続し、中国も急速な悪化に幾分歯止めも

見られます。またアジア経済も、タイの政情不安や南シナ海の領有権問題等の影響が懸念されるものの、先進諸国

への輸出の持ち直しから、全体としては回復に向かうと思われます。

　このような状況の中、当社グループでは引き続き中期経営計画の主要経営戦略である「事業構造改革の推進」、

「イニシアティブを持つビジネスモデルへの転換」「海外事業の更なる拡充」「次世代テーマへの挑戦」に積極的

に取り組みました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、909億32百万円（前年同期比16.2％増）、営業利益は12億円

（前年同期比0.1％減）、経常利益は12億18百万円（前年同期比2.6％増）、四半期純損失は８億23百万円（前年同

期は四半期純利益７億75百万円）となりました。なお、平成26年１月に全株式を取得した株式会社ビー・インター

ナショナルののれんを全額減損処理いたしました。

　セグメントの業績は以下のとおりであります。

　なお、第１四半期連結会計期間より、事業構造変革の一環として既存の組織を見直し、従来以上に相乗効果を発

揮すべく組織の一部を再編成しました。これに伴い、報告セグメントの区分を「化学品」、「合成樹脂」、「金

属」、「海外」、「生活環境その他」に変更しております。

　また、当第２四半期連結累計期間の比較及び分析は、変更後の報告セグメントの数値に基づいております。

 

（化学品）

　化学品部門につきましては、化学品関連のうち、酢酸・苛性ソーダ・塩素等の基礎化学品が堅調に推移しまし

た。輸入品販売では、円安の影響を受けたものの、新規商材である溶剤類の販売が順調に進みました。また、第１

四半期連結会計期間に株式会社ビー・インターナショナルの全株式を取得し、連結の範囲としました。この結果、

化学品関連は増収となりました。

　科学システム関連は、主力の分析用カラムが、昨年に引き続き官公庁及び民間企業の需要が減退から販売減とな

り、分析機器は、欧州向けの販売が減少しました。この結果、科学システム関連は減収となりました。

　食品関連は、グリシン及びアラニンの食品添加物の販売が順調に推移し、増収となりました。

　肥料農材関連は、肥料及び培土が、消費税増税に対する駆込み需要があったものの、７月からの価格低下を受け

た顧客の買い控えがあり、減収となりました。一方農業資材は２月の関東地区周辺の雪害で大型ハウスが倒壊し、

その復旧需要で増収となりました。

　以上の結果、売上高は203億13百万円（前年同期比15.6％増）、営業利益は１億31百万円（前年同期比61.3％減）

となりました。

 

（合成樹脂）

　合成樹脂部門につきましては、国内取引は、販売数量が減少したものの、ナフサ市況の高騰による原料価格の上

昇や消費税増税の先取り効果などにより、増収となりました。

　また、貿易取引は、台湾、韓国向輸出を中心に増収となりました。

　以上の結果、売上高は209億38百万円（前年同期比10.1％増）、営業利益は１億45百万円（前年同期比7.1％増）

となりました。
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（金属）

　金属部門につきましては、軽金属関連は、アルミ電解箔の需要が回復、アルミラミネートフィルムが中国市場の

旺盛な需要を背景に大幅伸長、加えて軽圧品も市場の回復と設備投資環境の好転により好調に推移し、増収となり

ました。

　無機材料関連は、耐火材が鉄鋼業界の好況により販売が伸長しました。その一方レアアースは、価格の下げ止ま

りを見せるも、依然市場は縮小傾向にあり減収となりました。

　以上の結果、売上高は189億46百万円（前年同期比13.3％増）、営業利益は３億21百万円（前年同期比52.8％増）

となりました。

 

（海外）

　海外部門につきましては、鉄鉱石貿易は、市場価格の下落はあるものの受注が堅調であったことにより、増収と

なりました。海外拠点は、昭光通商（上海）有限公司において鉄鋼原料に加えアルミラミネートフィルム及びポリ

プロピレンの販売が好調に推移し、増収となりました。

　以上の結果、売上高は241億99百万円（前年同期比38.0％増）、営業利益は４億96百万円（前年同期比75.5％増）

となりました。

 

（生活環境その他）

　生活環境その他部門につきましては、住宅建材関連は、主力商材である固定柱脚が好調に推移しましたが、アル

ミポールの営業機能を昭和電工アルミ販売株式会社（金属部門）へ移管、及び昨年半ばの土木材事業からの撤退等

の影響により減収となりました。

　不動産関連は、昨秋一部の賃貸事業物件の契約が終了しており、減収となりました。

　エレクトロニクス関連は、ＬＥＤ関連が前年の低調を脱し、また、ブロー成形機の販売により増収となりまし

た。

　以上の結果、売上高は65億34百万円（前年同期比12.0％減）、営業利益は１億５百万円（前年同期比55.0％減）

となりました。

 

(2)　財政状態

　当第２四半期連結会計期間末における資産は、750億46百万円（前連結会計年度末比5.1％増）となりました。こ

れは、「投資有価証券」が増加したことが主因であります。

　負債は、583億31百万円（前連結会計年度末比9.9％増）となりました。これは、「短期借入金」が増加したこと

が主因であります。

　純資産は、167億15百万円（前連結会計年度末比8.8％減）となりました。これは、「四半期純損失」の計上及び

配当金の支払いにより「利益剰余金」が減少したことが主因であります。

　この結果、自己資本比率は3.4ポイント下降して22.0％になりました。

 

 

(3)　キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて２億98百万円減

少し、39億82百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等により87億36百万円の支出（前年同期比22億34百万円

の支出増加）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式取得による支出等により29億59百万円の支出（前年同期比

37億60百万円の支出増加）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により114億77百万円の収入（前年同期比72億84百万

円の収入増加）となりました。

 

(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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5)　研究開発活動

　金額が僅少のため、記載を省略しております。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。
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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 400,000,000

計 400,000,000

 

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26年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年８月12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 112,714,687 112,714,687
東京証券取引所

市場第一部

・権利内容に何ら限定のない

　当社における標準となる株式

・単元株式数　1,000株

計 112,714,687 112,714,687 － －

 

（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26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 112,714,687 － 8,021 － 0
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（６）【大株主の状況】

  平成26年６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(％)

昭和電工株式会社 東京都港区芝大門一丁目13番９号 47,901 42.50

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,819 1.61

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,354 1.20

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番 1,138 1.01

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 1,018 0.90

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 950 0.84

昭光通商従業員持株会 東京都港区芝公園二丁目４番１号 924 0.82

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口５）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 683 0.61

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口１）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 658 0.58

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口３）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 645 0.57

計 － 57,091 50.65

　（注）１．当社は、自己株式を3,266千株保有しておりますが、上記大株主の状況からは除外しております。

２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託

口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口１）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口３）の所有株式数は、全て信託業

務に係るものであります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年６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

　　　　　3,266,000

 －
 権利内容に何ら限定のない当

 社における標準となる株式

 完全議決権株式（その他）
　　　　　 普通株式

　　　　108,803,000
　　　　　　108,803  同上

 単元未満株式
　　　　　 普通株式

　　　　　　645,687
 －  同上

 発行済株式総数 　　　　112,714,687  －  －

 総株主の議決権  － 　　　　　　108,803  －

 （注） １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式357株が含まれております。

 　　　 ２ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株含まれてお

ります。

 　　　 ３ 「完全議決権株式(その他)」欄及び「総株主の議決権」欄の議決権の数には、いずれも証券保管振

替機構名義の株式に係る議決権が４個含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26年６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）

昭光通商株式会社

東京都港区芝公園

二丁目４番１号
3,266,000 － 3,266,000 2.90

計 － 3,266,000 － 3,266,000 2.90

 （注） 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権１個)あり

ます。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれ

ております。

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四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26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ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：百万円）

 
前連結会計年度

(平成25年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,299 4,002

受取手形及び売掛金 ※２,※３ 47,433 ※２ 47,269

商品及び製品 3,063 3,922

販売用不動産 12 12

仕掛品 139 244

仕掛販売用不動産 1,653 1,674

原材料及び貯蔵品 431 465

その他 ※２ 2,332 ※２ 2,576

貸倒引当金 △164 △74

流動資産合計 59,202 60,093

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,552 1,403

機械装置及び運搬具（純額） 158 180

土地 5,008 4,711

その他（純額） 103 1,232

有形固定資産合計 6,822 7,527

無形固定資産   

のれん 26 22

その他 345 354

無形固定資産合計 372 377

投資その他の資産   

投資有価証券 4,019 5,870

長期貸付金 7 7

繰延税金資産 77 39

その他 1,015 2,044

貸倒引当金 △124 △912

投資その他の資産合計 4,995 7,048

固定資産合計 12,190 14,953

資産合計 71,392 75,046
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成25年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※３ 37,901 30,917

短期借入金 4,240 14,676

コマーシャル・ペーパー 3,000 5,000

未払法人税等 690 573

賞与引当金 168 182

その他 2,634 1,638

流動負債合計 48,635 52,987

固定負債   

長期借入金 2,000 3,050

退職給付引当金 867 916

その他 1,564 1,376

固定負債合計 4,432 5,344

負債合計 53,068 58,331

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,021 8,021

資本剰余金 0 0

利益剰余金 8,130 6,760

自己株式 △476 △477

株主資本合計 15,676 14,305

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 900 782

繰延ヘッジ損益 4 △0

土地再評価差額金 839 839

為替換算調整勘定 708 557

その他の包括利益累計額合計 2,453 2,179

少数株主持分 194 229

純資産合計 18,324 16,715

負債純資産合計 71,392 75,046
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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：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 78,275 90,932

売上原価 73,235 85,487

売上総利益 5,039 5,445

販売費及び一般管理費 ※ 3,837 ※ 4,244

営業利益 1,201 1,200

営業外収益   

受取利息 8 7

受取配当金 53 43

受取補償金 － 103

雑収入 38 36

営業外収益合計 101 190

営業外費用   

支払利息 47 65

為替差損 45 41

雑損失 21 66

営業外費用合計 114 172

経常利益 1,188 1,218

特別利益   

投資有価証券売却益 25 －

負ののれん発生益 85 －

特別利益合計 111 －

特別損失   

固定資産除却損 － 11

投資有価証券評価損 50 13

減損損失 － 1,036

その他 3 －

特別損失合計 53 1,061

税金等調整前四半期純利益 1,246 156

法人税、住民税及び事業税 439 508

過年度法人税等 － 315

法人税等調整額 △8 109

法人税等合計 431 933

少数株主損益調整前四半期純利益

又は少数株主損益調整前四半期純損失（△）
814 △776

少数株主利益 39 46

四半期純利益又は四半期純損失（△） 775 △823
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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：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益

又は少数株主損益調整前四半期純損失（△）
814 △776

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 299 △119

繰延ヘッジ損益 6 △4

為替換算調整勘定 292 △148

持分法適用会社に対する持分相当額 1 △1

その他の包括利益合計 600 △274

四半期包括利益 1,414 △1,050

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,371 △1,095

少数株主に係る四半期包括利益 43 44
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６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 1,246 156

減価償却費 92 107

のれん償却額 7 7

減損損失 － 1,036

負ののれん発生益 △85 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 32

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 20

受取利息及び受取配当金 △62 △50

支払利息 47 65

売上債権の増減額（△は増加） △7,368 599

たな卸資産の増減額（△は増加） 44 △637

仕入債務の増減額（△は減少） 670 △6,891

前払費用の増減額（△は増加） △42 △33

長期未収入金の増減額（△は増加） － △536

未払金の増減額（△は減少） △43 △99

未払費用の増減額（△は減少） 30 △126

前受金の増減額（△は減少） △0 △112

預り金の増減額（△は減少） △555 △883

預り保証金の増減額（△は減少） △83 △111

その他 △41 △356

小計 △6,145 △7,812

利息及び配当金の受取額 67 58

利息の支払額 △44 △56

法人税等の支払額 △380 △927

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,502 △8,736

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △3 △3

有形固定資産の取得による支出 △42 △590

関係会社株式の取得による支出 △2 △2,022

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出
－ △343

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入
292 －

貸付けによる支出 △50 △0

貸付金の回収による収入 600 30

その他 5 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー 801 △2,959

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） 1,768 9,058

長期借入れによる収入 － 1,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 3,000 2,000

自己株式の取得による支出 △9 △1

リース債務の返済による支出 △17 △14

配当金の支払額 △547 △547

少数株主への配当金の支払額 △1 △9

その他 0 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,193 11,477

現金及び現金同等物に係る換算差額 78 △80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,429 △298

現金及び現金同等物の期首残高 4,461 4,281

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 97 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,129 ※ 3,982
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（１）連結の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、株式会社ビー・インターナショナルは株式を取得したため、昭光エレクトロ

ニクス株式会社は新たに設立したため、それぞれ連結の範囲に含めております。

 

（２）持分法適用の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、コダマ樹脂工業株式会社の株式を追加で取得したため、持分法適用の範囲に

含めております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

　銀行取引及び営業取引に対し保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成25年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

昭光プラスチック製品㈱ 319百万円 271百万円

㈲サン・クローバー － 0

計 319 271

 

※２　受取手形割引高及び裏書譲渡高並びに債権の流動化

 
前連結会計年度

（平成25年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

受取手形割引高 26百万円 98百万円

受取手形裏書譲渡高 29 24

受取手形及び売掛金の流動化に伴う譲渡高 7,231 5,994

　なお、資金化していない部分（前連結会計年度1,246百万円、当第２四半期連結会計期間1,221百万円）は

流動資産の「その他」に計上しております。

 

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済しております。

　なお、前連結会計年度末日は銀行休業日のため、次のとおり期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に

含まれております。

 
前連結会計年度

（平成25年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

受取手形 621百万円 －百万円

支払手形 495 －

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち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25年１月１日

　　至 平成25年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年１月１日

　　至 平成26年６月30日）

貸倒引当金繰入額 1百万円 92百万円

給与手当 1,114 1,141

賞与引当金繰入額 316 344

退職給付費用 98 106
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（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25年１月１日
至 平成25年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日）

現金及び預金勘定 3,144百万円 4,002百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △14 △20

現金及び現金同等物 3,129 3,982

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年６月30日）

配当に関する事項

（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25年３月27日

定時株主総会
普通株式 547 5  平成24年12月31日 平成25年３月28日 利益剰余金

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

　 期間末後となるもの

　 　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日）

配当に関する事項

（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26年３月27日

定時株主総会
普通株式 547 5  平成25年12月31日 平成26年３月28日 利益剰余金

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

　 期間末後となるもの

　 　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２四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年６月30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：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）

四半期連結
損益計算書
計上額 化学品 合成樹脂 金属 海外

生活環境
その他

計

売上高         

外部顧客への売上高 17,571 19,024 16,718 17,538 7,423 78,275 － 78,275

セグメント間の

内部売上高又は振替高
50 75 553 439 158 1,277 △1,277 －

計 17,621 19,100 17,272 17,977 7,581 79,552 △1,277 78,275

セグメント利益

（営業利益）
339 135 210 282 233 1,202 △0 1,201

（注） セグメント利益の調整額△０百万円は、主にセグメント間取引消去であります。

 

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

　前連結会計年度の末日に比して、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントごとの資産の金額が著し

く変動しております。これは、第１四半期連結会計期間において、昭和電工アルミ販売株式会社の株式を

65％取得し、新たに連結の範囲に含めたことによるものです。これにより、前連結会計年度の末日に比

べ、当第２四半期連結会計期間の報告セグメントの資産の金額は、「金属」セグメントにおいて3,310百

万円増加しております。

 

３．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

（重要な負ののれんの発生益）

　「金属」セグメントにおいて、昭和電工アルミ販売株式会社の株式を65％取得し、連結の範囲に含めた

ことに伴い負ののれんが発生いたしました。当該事象による当第２四半期連結累計期間の負ののれん発生

益の計上額は76百万円であります。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30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：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）

四半期連結
損益計算書
計上額 化学品 合成樹脂 金属 海外

生活環境
その他

計

売上高         

外部顧客への売上高 20,313 20,938 18,946 24,199 6,534 90,932 － 90,932

セグメント間の

内部売上高又は振替高
25 55 462 575 197 1,317 △1,317 －

計 20,338 20,993 19,409 24,775 6,731 92,249 △1,317 90,932

セグメント利益

（営業利益）
131 145 321 496 105 1,200 0 1,200

（注） セグメント利益の調整額０百万円は、主にセグメント間取引消去であります。

 

 

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「化学品」セグメントにおいて、株式会社ビー・インターナショナルののれんの減損により、減損損失

1,036百万円を計上しております。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　当社グループの報告セグメントの区分は、「化学品」、「合成樹脂」、「金属」、「生活環境」、「情

報電材その他」としておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「化学品」、「合成樹脂」、「金

属」、「海外」、「生活環境その他」に変更しております。

　これは、事業構造変革の一環として既存の組織を見直し、従来以上に相乗効果を発揮すべく組織の一部

を再編成したことに伴うものであります。

　変更点としては、従来「情報電材その他」に含めておりました「海外」を独立した報告セグメントと

し、「生活環境」と「情報電材その他」を「生活環境その他」に統合しております。また、「生活環境」

に含めておりました食品関連を「化学品」に変更しております。

　なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの

区分に基づき作成したものを開示しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

 １株当たり四半期純利益金額

 又は１株当たり四半期純損失金額（△）
7円08銭 △7円52銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額

又は四半期純損失金額（△）（百万円）
775 △823

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

又は四半期純損失金額（△）（百万円）
775 △823

普通株式の期中平均株式数（株） 109,506,735 109,451,892

　(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。

 

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29年４月25日

昭光通商株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 園田　博之　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 秋山　俊夫　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 切替　丈晴　　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」に掲げられている昭光通商株式会
社の平成26年１月１日から平成26年12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26年４月１日から平成
26年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年６月30日まで）に係る訂正後の四半期
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、昭光通商株式会社及び連結子会社の平成26年６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。
 
その他の事項
　四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、
当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成26年８月12日に四半期レビュー報告書を提出した。
 
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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