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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68期(2016年度)

第２四半期
連結累計期間

第69期(2017年度)
第２四半期
連結累計期間

第68期(2016年度)

会計期間
自　2016年４月１日
至　2016年９月30日

自　2017年４月１日
至　2017年９月30日

自　2016年４月１日
至　2017年３月31日

売上収益
(百万円)

257,220 319,864
554,144

(第２四半期連結会計期間) (132,178) (167,822)

税引前四半期(当期)利益
(百万円)

23,382 21,933
54,380

(第２四半期連結会計期間) (13,253) (6,729)

親会社株主に帰属する
四半期(当期)利益 (百万円)

16,773 16,768
40,186

(第２四半期連結会計期間) (9,549) (5,575)

親会社株主に帰属する
四半期(当期)包括利益 (百万円)

432 22,890
39,238

(第２四半期連結会計期間) (7,758) (9,513)

親会社株主持分 (百万円) 351,360 390,466 369,618

総資産額 (百万円) 515,834 665,970 600,485

基本的１株当たり四半期
(当期)利益 (円)

80.55 80.53
192.99

(第２四半期連結会計期間) (45.86) (26.78)

希薄化後１株当たり四半期
(当期)利益

(円) － － －

親会社株主持分比率 (％) 68.1 58.6 61.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 26,351 13,579 60,819

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △13,616 △54,545 △34,606

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △19,437 11,704 △36,476

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 106,252 80,324 107,649
 

(注) １．当社は、国際財務報告基準（以下、IFRS）に基づいて連結財務諸表を作成している。
２．当社は、要約四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

していない。
３．「売上収益」には、消費税及び地方消費税は含まれていない。
４．「希薄化後１株当たり四半期(当期)利益」については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　　　　　

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はない。な

お、主要な関係会社における異動は、以下のとおりである。

（先端部品・システムセグメント）　

当社グループの持分法適用会社であったPCT, LLC, a Caladrius Companyは、2017年５月19日付で当社の連結子

会社となり、商号をPCT Cell Therapy Services, LLCに変更した。また、2017年10月１日付で商号をHitachi

Chemical Advanced Therapeutics Solutions, LLCに変更した。

さらに、当社の子会社であるSiam Magi Co., Ltd.がThai Storage Battery Public Company Limitedの株式を

取得したことにより、同社は2017年７月25日付で当社グループの持分法適用会社となり、その後、当社及びSiam

Magi Co., Ltd.が共同で実施した公開買付けにより、2017年９月８日付で当社の連結子会社となった。
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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ない。

　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ない。

　

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、新たに締結した重要な契約は以下のとおりである。

株式譲受契約

当社は、2017年３月21日開催の取締役会において、Korphaibool Family（Mr. Kavie Korphaiboolほか４名）と

の間で、Thai Storage Battery Public Company Limitedの株式43.9％を当社の子会社であるSiam Magi Co.,

Ltd.が取得する契約を締結することを決議し、2017年７月20日付で株式譲受契約を締結した。その後、当社及び

Siam Magi Co., Ltd.は、Thai Storage Battery Public Company Limitedの残り56.1％の株式に対して共同で公

開買付けを実施し、当社グループの同社における持分比率は2017年９月８日付で86.9％となった。

なお、詳細は、「第４　経理の状況　１　要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記　５　企業結

合」に記載のとおりである。

また、当社は、2017年９月25日開催の取締役会において、協和発酵キリン株式会社との間で、同社の完全子会

社である協和メデックス株式会社の株式66.6％を当社が取得する契約を締結することを決議し、2017年９月29日

付で株式譲受契約を締結した。

　

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の当社グループの業績は、売上収益は、半導体関連の好調な需要を背景とした半導体

回路平坦化用研磨材料や銅張積層板等の増加をはじめ、環境対応自動車向けのリチウムイオン電池用カーボン負極

材の増加のほか、新規案件の立ち上げ等に伴う自動車部品の増加、さらにはイタリア共和国のFIAMM Energy

Technology S.p.A.を前年度第４四半期に連結子会社化したこと等に伴う蓄電デバイス・システムの増加により、

3,199億円(前年同期比24.4％増)と前年同期実績を上回った。利益については、物量増や継続的な原価低減等の増益

要因があったものの、コンデンサカルテルに関する係争中の案件について合理的な範囲で費用化したことにより、

営業利益は197億円(前年同期比22.5％減)、税引前四半期利益は、219億円(前年同期比6.2％減)と、それぞれ前年同

期実績を下回った。親会社株主に帰属する四半期利益は、法人所得税費用の減少により、168億円(前年同期比0.0％

減)と、前年同期実績並みとなった。

　　①　機能材料セグメント

 電子材料

半導体用エポキシ封止材は、中国市場における売上が増加したこと等により、前年同期実績を上回った。

半導体用ダイボンディング材料は、一部顧客の需要が減少したこと等により、前年同期実績を下回った。

半導体回路平坦化用研磨材料は、３次元構造のNAND型フラッシュメモリー等の需要増により、前年同期実績

を上回った。

電気絶縁用ワニスは、海外市場における自動車向け等の売上が増加したことにより、前年同期実績を上回っ

た。

　　　無機材料

リチウムイオン電池用カーボン負極材は、環境対応自動車向けの売上が増加したことにより、前年同期実績

を上回った。

カーボン製品は、カーボンブラシの売上が減少したものの、ディスプレイ製造装置向け摺動部品の売上が増

加し、前年同期実績並みとなった。

　　　樹脂材料

機能性樹脂は、食品包装用樹脂が堅調に推移したほか、硬化剤の売上が増加したこと等により、前年同期実

績を上回った。

ディスプレイ用回路接続フィルムは、スマートフォン向けの売上が増加したことにより、前年同期実績を上

回った。

タッチパネル周辺材料は、スマートフォン向け等の売上が増加したことにより、前年同期実績を上回った。

粘着フィルムは、半導体モールド用離型フィルムの売上が増加したものの、液晶ディスプレイ表面保護用

フィルムの売上が減少したこと等により、前年同期実績並みとなった。

　　　配線板材料
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銅張積層板は、スマートフォン向け等のパッケージ用基板の売上が増加したことにより、前年同期実績を上

回った。

感光性フィルムは、スマートフォン向けの売上が増加したことにより、前年同期実績を上回った。

この結果、当セグメントの売上収益は1,494億円(前年同期比12.7％増)、セグメント損益は246億円(同10.7％増)

となった。

　　②　先端部品・システムセグメント

　　　自動車部品

樹脂成形品は、当第２四半期にドイツ連邦共和国のISOLITE GmbHを連結子会社化したほか、新製品の立ち上

げ等により、前年同期実績を上回った。

摩擦材は、新製品の立ち上げ等により、前年同期実績を上回った。

粉末冶金製品は、建設機械用部品の売上が増加したことにより、前年同期実績を上回った。

　　　蓄電デバイス・システム

車両用電池、産業用電池・システムは、前年度第４四半期にイタリア共和国のFIAMM Energy Technology

S.p.A.を、当第２四半期にタイ王国のThai Storage Battery Public Company Limitedを連結子会社化したこと

等により、前年同期実績を上回った。

キャパシタは、産業機器向けの売上が増加したことにより、前年同期実績を上回った。

　　　電子部品

配線板は、ＩＣＴインフラ向けの売上が増加したこと等により、前年同期実績を上回った。

　　　その他

診断薬・装置は、アレルギー診断薬の売上が減少したこと等により、前年同期実績を下回った。

この結果、当セグメントの売上収益は1,705億円(前年同期比36.7％増)、セグメント損益は△49億円(前年同期は

セグメント損益31億円)となった。

　

 (2) 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は、前連結会計年度末から273億円減少し、803億円と

なった。

　　①　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によるキャッシュ・フローは、買入債務が減少したこと等から、

前年同期実績と比較して128億円少ない、136億円の収入となった。

　　②　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によるキャッシュ・フローは、子会社株式の取得による支出が増

加したこと等から、前年同期実績と比較して409億円多い、545億円の支出となった。

　　③　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によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入が増加したこ

と等から、前年同期実績と比較して311億円多い、117億円の収入となった。

　

(3) 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ない。

なお、当社は株式会社の支配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)は次のとおりである。

当社は、「材料技術」「プロセス技術」「評価技術」を基に多様な市場のすべてのバリューチェーンにおいてイ

ノベーションを実現し、社会に新たな価値を提供することにより、適切な利益を獲得して事業の持続的成長を達成

するとともに、ステークホルダーと協働することを通じ、企業価値の最大化を図ることを経営の基本方針としてい

る。

こうした方針の下、当社は、株式の上場を通じて、資本市場から事業の維持及び拡大に必要な資金を調達すると

ともに、親会社の(株)日立製作所による合理的なガバナンス機能を十分発揮させつつ株主の視点に立ったコーポ

レート・ガバナンスを確保すると同時に、上場会社として、すべてのステークホルダーとのコミュニケーションを

深め、当社の強みを生かした自律性と緊張感のある経営を実践することが当社の企業価値向上に極めて重要である

と考えている。

一方、当社は、日立グループの一員として、経営情報の交換、研究開発、製品の供給等の事業活動において、

(株)日立製作所及びそのグループ会社との協力関係を維持、発展させ、日立グループのブランド力等の経営資源を

有効活用することも、当社の企業価値向上に資するものと認識している。

当社としては、親会社のみならず、すべての株主にとっての企業価値の最大化を常に念頭に置き、日立グループ

会社との関係においては事業運営及び取引の独立性を保つことを基本としつつ、経営計画の策定、ガバナンス体制

の確立等に取り組んでいる。
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(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費は151億円である。

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ない。

　

(5) 従業員数

連結会社の状況

前連結会計年度末と比較して、当第２四半期連結累計期間末における当社グループの従業員数は2,301名増加し

た。その主な理由は、Thai Storage Battery Public Company Limited等を連結子会社化したことにより、先端部

品・システムセグメントの従業員数が2,117名増加したことによるものである。

 
(6) 主要な設備

当第２四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりである。

会社名 所在地
報告

セグメント
設備の内容

投資予定金額

総額

(百万円)

資金調達方法
着手及び完了予定年月

着手 完了
 

日立化成(株)

(当社)

神奈川県川崎
市幸区

機能材料
半導体実装材
料・プロセスの
研究開発設備

3,000 自己資金 2017年４月 2019年３月
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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 ８００,０００,０００

計 ８００,０００,０００
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2017年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2017年11月13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 208,364,913 208,364,913
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で
あり、単元株式数は100株で
ある。

計 208,364,913 208,364,913 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし

 

(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】

該当事項なし

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし

 

(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)

自 2017年７月１日
至 2017年９月30日

― 208,364,913 ― 15,454,363 ― 32,861,522
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(6) 【大株主の状況】

2017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(％)

(株)日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 106,699 51.21

日本トラスティ・サービス信託銀
行(株)(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 9,426 4.52

日本マスタートラスト信託銀行
(株)(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 4,478 2.15

チェース　マンハッタン　バン
ク　ジーティーエス　クライアン
ツ　アカウント　エスクロウ
(常任代理人　(株)みずほ銀行決済
営業部)

5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS
MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED
KINGDOM
(東京都港区港南二丁目15番１号)

2,639 1.27

日本生命保険(相) 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 2,093 1.00

GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人　シティバンク、エ
ヌ・エイ東京支店)

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107
NO
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

2,049 0.98

日立化成グループ持株会 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 2,032 0.98

日本トラスティ・サービス信託銀
行(株)(信託口７)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,991 0.96

エイチエスビーシーバンクピーエ
ルシーステートオブクウェートイ
ンベストメントオーソリティーク
ウェートインベストメントオフィ
ス
(常任代理人　香港上海銀行東京支
店　カストディ業務部)

8 CANADA SQUARE, LONDON E14 5HQ
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号)

1,955 0.94

日本トラスティ・サービス信託銀
行(株)(信託口５)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,954 0.94

計 ― 135,320 64.94
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2017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) 普通株式 138,900
 

― 単元株式数100株

完全議決権株式(その他) 普通株式 208,016,500
 

2,080,165 単元株式数100株

単元未満株式 普通株式 209,513
 

― ―

発行済株式総数 208,364,913 ― ―

総株主の議決権 ― 2,080,165 ―
 

 

② 【自己株式等】

  2017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(％)

日立化成(株)
東京都千代田区丸の内一
丁目９番２号

138,900 ― 138,900 0.07

計 ― 138,900 ― 138,900 0.07
 

 

２【役員の状況】

該当事項なし
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第４ 【経理の状況】

 

１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の要約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)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下、IAS第34号)に準拠して作成してい

る。

 

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(自　2017年７月１日　至　

2017年９月30日)及び第２四半期連結累計期間(自　2017年４月１日　至　2017年９月30日)に係る要約四半期連結財務

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いる。
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１【要約四半期連結財務諸表】

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位：百万円)

項目 注記
前連結会計年度
(2017年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2017年９月30日)

資産の部    

流動資産    

現金及び現金同等物  107,649 80,324

売上債権  133,520 151,889

棚卸資産  65,182 81,082

その他の金融資産 ８ 21,460 19,100

その他の流動資産  4,251 5,014

流動資産合計  332,062 337,409

    
非流動資産    
有形固定資産  186,633 203,468

無形資産  27,486 65,735

退職給付に係る資産  10,001 10,307

繰延税金資産  11,827 14,539

持分法で会計処理されている投資  8,484 8,625

その他の金融資産 ８ 17,819 18,313

その他の非流動資産  6,173 7,574

非流動資産合計  268,423 328,561

資産合計  600,485 665,970

    
負債の部    
流動負債    
買入債務  80,924 85,230

社債及び借入金 ８ 27,351 39,898

未払費用  27,251 29,843

未払法人所得税  8,680 4,638

その他の金融負債 ８ 22,907 26,844

その他の流動負債  3,787 4,668

流動負債合計  170,900 191,121

    
　非流動負債    
　社債及び借入金 ８ 18,545 34,967

退職給付に係る負債  15,047 16,024

引当金  1,368 1,680

その他の金融負債 ８ 14,865 18,280

その他の非流動負債  3,705 5,788

非流動負債合計  53,530 76,739

　負債合計  224,430 267,860

    
資本の部    
　　資本金  15,454 15,454

資本剰余金  － 4,211

自己株式  △234 △240

利益剰余金  340,444 351,136

その他の包括利益累計額  13,954 19,905

親会社株主持分合計  369,618 390,466

非支配持分  6,437 7,644

資本合計  376,055 398,110

負債及び資本合計  600,485 665,970
 

EDINET提出書類

日立化成株式会社(E01013)

四半期報告書

10/34



(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【要約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)

項目 注記
前第２四半期連結累計期間
(自　2016年４月１日
至　2016年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2017年４月１日
至　2017年９月30日)

売上収益  257,220 319,864

　売上原価  △186,276 △235,599

売上総利益  70,944 84,265

　販売費及び一般管理費  △46,345 △55,230

　その他の収益  3,219 3,301

　その他の費用  △2,406 △12,652

営業利益  25,412 19,684

　金融収益  508 1,358

　金融費用  △4,256 △1,055

　持分法による投資損益  1,718 1,946

税引前四半期利益  23,382 21,933

　法人所得税費用  △6,515 △4,923

四半期利益  16,867 17,010

    

四半期利益の帰属    

親会社株主持分  16,773 16,768

非支配持分  94 242

    

親会社株主に帰属する１株当たり四半期利益(円)    

　基本的１株当たり四半期利益 ７ 80.55 80.53

　希薄化後１株当たり四半期利益  － －
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

項目 注記
前第２四半期連結会計期間
(自　2016年７月１日
至　2016年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　2017年７月１日
至　2017年９月30日)

売上収益  132,178 167,822

　売上原価  △95,496 △123,509

売上総利益  36,682 44,313

　販売費及び一般管理費  △23,380 △28,920

　その他の収益  1,572 2,116

　その他の費用  △1,498 △11,449

営業利益  13,376 6,060

　金融収益  119 329

　金融費用  △1,110 △624

　持分法による投資損益  868 964

税引前四半期利益  13,253 6,729

　法人所得税費用  △3,639 △1,193

四半期利益  9,614 5,536

    

四半期利益の帰属    

親会社株主持分  9,549 5,575

非支配持分  65 △39

    

親会社株主に帰属する１株当たり四半期利益(円)    

　基本的１株当たり四半期利益 ７ 45.86 26.78

　希薄化後１株当たり四半期利益  － －
 

 

EDINET提出書類

日立化成株式会社(E01013)

四半期報告書

12/34



【要約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)

項目  
前第２四半期連結累計期間
(自　2016年４月１日
至　2016年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2017年４月１日
至　2017年９月30日)

四半期利益  16,867 17,010

その他の包括利益    

　純損益に振り替えられることのない項目    

　FVTOCIの金融資産の公正価値の純変動額  △531 862

　確定給付制度の再測定  － －

　　合計  △531 862

　純損益に振り替えられる可能性のある項目    

　在外営業活動体の換算差額  △15,880 5,531

　キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の
　純変動額

 6 △85

　持分法によるその他の包括利益  △432 58

　　合計  △16,306 5,504

その他の包括利益合計  △16,837 6,366

四半期包括利益  30 23,376

    

四半期包括利益の帰属    

親会社株主持分  432 22,890

非支配持分  △402 486
 

 

【第２四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

項目  
前第２四半期連結会計期間
(自　2016年７月１日
至　2016年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　2017年７月１日
至　2017年９月30日)

四半期利益  9,614 5,536

その他の包括利益    

　純損益に振り替えられることのない項目    

　FVTOCIの金融資産の公正価値の純変動額  286 605

　確定給付制度の再測定  － －

　　合計  286 605

　純損益に振り替えられる可能性のある項目    

　在外営業活動体の換算差額  △2,010 3,644

　キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の
　純変動額

 △2 △93

　持分法によるその他の包括利益  △101 57

　　合計  △2,113 3,608

その他の包括利益合計  △1,827 4,213

四半期包括利益  7,787 9,749

    

四半期包括利益の帰属    

親会社株主持分  7,758 9,513

非支配持分  29 236
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(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】

前第２四半期連結累計期間(自　2016年４月１日　至　2016年９月30日)

(単位：百万円)

項目 注記

親会社株主持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の包括利益累計額

FVTOCIの
金融資産

確定給付制度の

再測定

期首残高  15,454 8,004 △223 317,447 2,690 4,475

　四半期利益  　 　 　 16,773 　 　

　その他の包括利益  　 　 　 　 △531 　

四半期包括利益合計  － － － 16,773 △531 －

　配当金 ６ 　 　 　 △5,206 　 　

　自己株式の取得  　 　 △3 　 　 　

　自己株式の処分  　 　 　 　 　 　

　企業結合による変動        

　非支配持分の取得  　 △70 　 　 　 　

　その他の包括利益累計額から
　利益剰余金への振替  　 　 　 △144 144 　

　その他の増減  　 　 　 　 　 　

所有者との取引額等合計  － △70 △3 △5,350 144 －

四半期末残高  15,454 7,934 △226 328,870 2,303 4,475
 
 

 

項目 注記

親会社株主持分

非支配持分 資本合計

その他の包括利益累計額

合計在外営業活動体

の換算差額

キャッシュ・

フロー・ヘッジ
合計

期首残高  8,368 △8 15,525 356,207 6,315 362,522

　四半期利益  　 　 　 16,773 94 16,867

　その他の包括利益  △15,816 6 △16,341 △16,341 △496 △16,837

四半期包括利益合計  △15,816 6 △16,341 432 △402 30

　配当金 ６ 　 　 　 △5,206 △102 △5,308

　自己株式の取得  　 　 　 △3 　 △3

　自己株式の処分  　 　 　 － 　 －

　企業結合による変動     － 　 －

　非支配持分の取得  　 　 　 △70 △323 △393

　その他の包括利益累計額から
　利益剰余金への振替  　 　 144 － 　 －

　その他の増減  　 　 　 － 　 －

所有者との取引額等合計  － － 144 △5,279 △425 △5,704

四半期末残高  △7,448 △2 △672 351,360 5,488 356,848
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当第２四半期連結累計期間(自　2017年４月１日　至　2017年９月30日)

(単位：百万円)

項目 注記

親会社株主持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の包括利益累計額

FVTOCIの
金融資産

確定給付制度の

再測定

期首残高  15,454 － △234 340,444 2,752 6,229

　四半期利益  　 　 　 16,768 　 　

　その他の包括利益  　 　 　 　 862 　

四半期包括利益合計  － － － 16,768 862 －

　配当金 ６ 　 　 　 △6,247 　 　

　自己株式の取得  　 　 △6 　 　 　

　自己株式の処分  　 0　 0　 　 　 　

　企業結合による変動        

　非支配持分の取得  　 　 　 　 　 　

　その他の包括利益累計額から
　利益剰余金への振替  　 　 　 171 △171 　

　その他の増減 ８ 　 4,211 　 　 　 　

所有者との取引額等合計  － 4,211 △6 △6,076 △171 －

四半期末残高  15,454 4,211 △240 351,136 3,443 6,229
 
 

 

項目 注記

親会社株主持分

非支配持分 資本合計

その他の包括利益累計額

合計在外営業活動体

の換算差額

キャッシュ・

フロー・ヘッジ
合計

期首残高  4,852 121 13,954 369,618 6,437 376,055

　四半期利益  　 　 　 16,768 242 17,010

　その他の包括利益  5,362 △102 6,122 6,122 244 6,366

四半期包括利益合計  5,362 △102 6,122 22,890 486 23,376

　配当金 ６ 　 　 　 △6,247 △152 △6,399

　自己株式の取得  　 　 　 △6 　 △6

　自己株式の処分  　 　 　 0　 　 0　

　企業結合による変動     － 1,026 1,026

　非支配持分の取得  　 　 　 － 　 －

　その他の包括利益累計額から
　利益剰余金への振替  　 　 △171 － 　 －

　その他の増減 ８ 　 　 　 4,211 △153 4,058

所有者との取引額等合計  － － △171 △2,042 721 △1,321

四半期末残高  10,214 19 19,905 390,466 7,644 398,110
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(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

項目 注記
前第２四半期連結累計期間
(自　2016年４月１日
至　2016年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2017年４月１日
至　2017年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー    

四半期利益  16,867 17,010

　減価償却費及び償却費  13,452 16,318

法人所得税費用  6,515 4,923

受取利息及び受取配当金  △505 △562

支払利息  550 757

持分法による投資損益(△は益)  △1,718 △1,946

売上債権の増減額(△は増加)  △10,114 △10,916

未収入金の増減額(△は増加)  249 3,012

棚卸資産の増減額(△は増加)  △1,982 △6,926

買入債務の増減額(△は減少)  12,395 △942

退職給付に係る資産及び負債の増減額  △87 △236

その他  △210 5,914

小計  35,412 26,406

利息及び配当金の受取額  574 600

利息の支払額  △572 △630

法人所得税の支払額  △9,063 △12,797

　営業活動によるキャッシュ・フロー  26,351 13,579

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  △14,245 △21,524

有形固定資産の売却による収入  1,144 966

有価証券等の売却及び償還による収入  104 1,136

子会社株式の取得による支出 ５ － △24,422

持分法で会計処理されている投資の取得による支出  － △8,061

有価証券等の取得による支出  △495 △216

その他  △124 △2,424

　投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,616 △54,545

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)  △1,854 9,476

長期借入れによる収入  707 22,127

長期借入金の返済による支出  △2,395 △12,450

社債の償還による支出  △10,000 －

配当金の支払額  △5,206 △6,247

非支配持分株主への配当金の支払額  △102 △152

その他  △587 △1,050

　財務活動によるキャッシュ・フロー  △19,437 11,704

現金及び現金同等物に係る換算差額  △7,034 1,937

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △13,736 △27,325

現金及び現金同等物の期首残高  119,988 107,649

現金及び現金同等物の期末残高  106,252 80,324
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【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業

日立化成株式会社(以下、当社)は日本国に所在する株式会社であり、東京証券取引所に株式を上場している。

当社の本社及び主要な事業所の住所はホームページ(URL http://www.hitachi-chem.co.jp)で開示している。

　当社及び子会社(以下、当社グループ)の要約四半期連結財務諸表は2017年９月30日を期末日とし、当社グループ並

びにその関連会社及び共同支配企業に対する持分により構成されている。当社グループは、機能材料及び先端部品・

システムの製造・加工及び販売を主たる事業としている。

　

２．作成の基礎

(1) 準拠する会計基準

当社は、「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)第１条の２

に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠

して要約四半期連結財務諸表を作成している。要約四半期連結財務諸表には年次連結財務諸表で要求されている情

報の全ては含まれておらず、利用に際しては前連結会計年度の連結財務諸表と併せて参照されることが望まれる。

 また、当要約四半期連結財務諸表は、2017年11月13日に当社執行役社長により承認されている。

 
(2) 見積り及び判断の利用

当社は、要約四半期連結財務諸表の作成に当たり、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす会計方針

の適用、判断、見積り及び仮定の設定を行っている。

　見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しており、その見積りの変更による影響は、見積りを変更した会

計期間及びその影響を受ける将来の会計期間において認識される。また、実際の業績はこれらの見積りとは異なる

場合がある。

　当要約四半期連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計上の判断、見積り及び仮定に関する状況

は、前連結会計年度の連結財務諸表と同様である。

　

(3) 表示方法の変更

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)　

従来、独立掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「持分法で会計処理されている投資の売却に

よる収入」は、重要性が乏しくなったため、当第２四半期連結累計期間より「その他」に含めて表示している。こ

の表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組替えを行ってい

る。

この結果、前第２四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動による

キャッシュ・フロー」に表示していた「持分法で会計処理されている投資の売却による収入」351百万円、「その

他」△475百万円は、「その他」△124百万円として組み替えている。

 

従来、独立掲記していた「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「非支配持分株主からの子会社持分取得によ

る支出」は、重要性が乏しくなったため、当第２四半期連結累計期間より「その他」に含めて表示している。この

表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組替えを行っている。

この結果、前第２四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動による

キャッシュ・フロー」に表示していた「非支配持分株主からの子会社持分取得による支出」△393百万円、「その

他」△194百万円は、「その他」△587百万円として組み替えている。

 
３．重要な会計方針

当要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した

会計方針と同一である。なお、当第２四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率に基づき算定

している。
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４．セグメント情報

　報告セグメントの収益及び損益は以下のとおりである。

　

前第２四半期連結累計期間(自　2016年４月１日　至　2016年９月30日)

　  (単位：百万円)

項目

報告セグメント
調整額
（注）

合計
機能材料

先端部品・
システム

計

売上収益 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上収益 132,510 124,710 257,220 － 257,220

　セグメント間の売上収益 1,962 900 2,862 △2,862 －

合計 134,472 125,610 260,082 △2,862 257,220

セグメント損益 22,234 3,105 25,339 73 25,412

金融収益 － － － － 508

金融費用 － － － － △4,256

持分法による投資損益 － － － － 1,718

税引前四半期利益 － － － － 23,382
 

(注) セグメント損益の調整額は、セグメント間取引消去額である。

 
当第２四半期連結累計期間(自　2017年４月１日　至　2017年９月30日)

　  (単位：百万円)

項目

報告セグメント
調整額
（注）

合計
機能材料

先端部品・
システム

計

売上収益 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上収益 149,401 170,463 319,864 － 319,864

　セグメント間の売上収益 2,323 719 3,042 △3,042 －

合計 151,724 171,182 322,906 △3,042 319,864

セグメント損益 24,618 △4,931 19,687 △3 19,684

金融収益 － － － － 1,358

金融費用 － － － － △1,055

持分法による投資損益 － － － － 1,946

税引前四半期利益 － － － － 21,933
 

(注) セグメント損益の調整額は、セグメント間取引消去額である。
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５．企業結合

当第２四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017年９月30日)

(FIAMM Energy Technology S.p.A.の取得)

当社は、2017年2月13日付で、FIAMM Energy Technology S.p.A.を株式の取得及び第三者割当増資の引受により

子会社化した。当該企業結合に関し、前連結会計年度において取得原価の配分が完了しなかったため暫定的な処

理を行っており、当第２四半期連結累計期間にその一部につき配分を行った。取得対価及び配分後の支配獲得日

における取得した資産及び引き継いだ負債の公正価値、及びのれんは以下の通りである。

 

① 取得した資産及び引き受けた負債、非支配持分

 (単位：百万円)

項目 金額

流動資産  

売上債権 11,507

棚卸資産 8,270

その他 8,764

非流動資産  

有形固定資産 9,663

無形資産 13,107

その他 3,197

資産合計 54,508

流動負債  
　買入債務 16,400

　短期借入金 13,535

　その他 5,538

非流動負債  
　長期借入金 8,003

　その他 2,296

負債合計 45,772

非支配持分 11

親会社持分 8,725
 

 

取得した資産及び引受けた負債は、取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算出された金額である。
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② 取得により生じたのれん

 (単位：百万円)

項目 金額

取得の対価 11,387

非支配持分 4,670

当社グループが取得した識別可能な純資産の公正価値 △8,725

取得により生じたのれん 7,332
 

　

当第２四半期連結累計期間において、一部についての取得原価の配分を行ったことに伴い、支配獲得日におけ

るのれんの金額は6,124百万円減少している。

 
(PCT, LLC, a Caladrius Companyの取得)

① 企業結合の概要

(a) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　PCT, LLC, a Caladrius Company

事業の内容　　　　　再生医療用細胞の受託製造

(b) 企業結合の主な理由

当社グループは、2018中期経営計画の中で、ライフサイエンス事業について、「材料技術及び診断薬事業を

基に将来の基盤事業へ育成」することを基本方針とし、「遺伝子診断、再生医療事業へ新規に参入」すること

を重点施策としている。

今回のPCT, LLC, a Caladrius Companyの持分取得により、同社の持つブランド力、製造拠点、販売網等のリ

ソースを当社グループに取り込むことで、欧米を含むグローバルで再生医療用細胞の受託製造事業を展開する

ため。

(c) 取得日

2017年５月19日

(d) 取得企業が被取得企業の支配を獲得した方法

現金を対価とする持分の取得

(e) 結合後企業の名称

取得日付でPCT Cell Therapy Services, LLCへと名称を変更し、2017年10月１日付でHitachi Chemical

Advanced Therapeutics Solutions, LLCへと名称を変更している。

(f) 取得した議決権比率

取得日直前に所有していた議決権比率　　19.9％

　取得日に追加取得した議決権比率　　　　80.1％

　取得後の議決権比率　　　　　　　　　 100.0％

(g) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社であるHitachi Chemical Company America, Ltd.が、現金を対価とする持分の取得によ

り、PCT, LLC, a Caladrius Companyの議決権の過半数を取得したため。
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② 取得の対価

 (単位：百万円)

項目 金額

現金及び現金同等物 8,828

条件付対価 440

取得日直前に保有していた資本持分の公正価値 2,173

合計 11,441
 

 

条件付対価は、被取得企業の特定の業績指標の水準に応じて支払う契約であり、当社グループは当該業績指標

の水準を見積り、貨幣の時間価値を考慮して計算している。なお、条件付対価の金額は暫定的に算出された金額

であり、上限額は5,000千USDである。

 
子会社株式の取得による支出は以下のとおりである。

 (単位：百万円)

項目 金額

現金及び現金同等物による取得の対価 8,828

取得した子会社の現金及び現金同等物 △521

子会社株式の取得による支出 8,307
 

 
③ 取得関連費用

企業結合に係る取得関連費用として、前連結会計年度において株式取得に係る業務委託費用等144百万円を連結

損益計算書の「その他の費用」に計上している。

 

④ 段階取得に係る差益

取得日直前に保有していた被取得企業の資本持分を取得日における公正価値で再測定した結果、段階取得に係

る差益119百万円を要約四半期連結損益計算書の「その他の収益」に計上している。
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⑤ 取得した資産及び引き受けた負債

 (単位：百万円)

項目 金額

流動資産  

売上債権 561

その他 1,283

非流動資産  

有形固定資産 1,395

その他 55

資産合計 3,294

流動負債  
　買入債務 226

　その他 1,084

非流動負債 513

負債合計 1,823

資本 1,471
 

 

取得した資産及び引受けた負債は、取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算出された金額である。

 
⑥ 取得により生じたのれん

 (単位：百万円)

項目 金額

取得の対価 11,441

当社グループが取得した識別可能な純資産の公正価値 △1,471

取得により生じたのれん 9,970
 

　

のれんは、今後期待される将来の超過収益力から発生したものである。認識されたのれんのうち、一部は税務

上損金算入が見込まれている。なお、のれんの金額は、暫定的に算出されたものである。

 
⑦ 当社グループへの業績に与える影響

要約四半期連結損益計算書に計上されている取得日以降の被取得企業の「売上収益」は1,599百万円、「四半期

損失」は245百万円である。
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(ISOLITE GmbHの取得)

① 企業結合の概要

(a) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　ISOLITE GmbH

事業の内容　　　　　自動車・航空機・産業用途の断熱部品の製造・販売

(b) 企業結合の主な理由

当社グループは、2018中期経営計画の中で、自動車部材事業について、「グローバルトップサプライヤーに

なるための基盤強化」を基本方針とし、海外における開発・製造・営業拠点の拡充等に取り組んでいる。

今回のISOLITE GmbHの持分取得により、国内での既存の販売網を通じて同社の断熱部品を日本の自動車メー

カーへ拡販するとともに、同社の有する欧州での販売網や製造拠点を活用して日立化成の自動車部材の欧州展

開を加速するため。

(c) 取得日

2017年７月３日

(d) 取得企業が被取得企業の支配を獲得した方法

現金を対価とする持分の取得

(e) 結合後企業の名称

ISOLITE GmbH

(f) 取得した議決権比率

取得日直前に所有していた議決権比率　 　0.0％

　取得後の議決権比率　　　　　　　　　 100.0％

(g) 取得企業を決定するに至った主な根拠

現金を対価とする持分の取得により、当社がISOLITE GmbHの議決権の過半数を取得したため。

 

② 取得の対価

 (単位：百万円)

項目 金額

現金及び現金同等物 9,239

取得対価調整額(未払) 113

合計 9,352
 

 

子会社株式の取得による支出は以下のとおりである。

 (単位：百万円)

項目 金額

現金及び現金同等物による取得の対価 9,239

取得した子会社の現金及び現金同等物 △229

子会社株式の取得による支出 9,010
 

 
③ 取得関連費用

企業結合に係る取得関連費用として、株式取得に係る業務委託費用等253百万円を前連結会計年度の連結損益計

算書及び当第２四半期連結累計期間の要約四半期連結損益計算書の「その他の費用」に計上している。
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④ 取得した資産及び引き受けた負債、非支配持分

 (単位：百万円)

項目 金額

流動資産  

売上債権 2,058

棚卸資産 2,421

その他 588

非流動資産  

有形固定資産 4,132

無形資産 6,727

その他 3

資産合計 15,929

流動負債  
　短期借入金 2,215

　その他 2,072

非流動負債  
　繰延税金負債 1,952

　その他 2,100

負債合計 8,339

非支配持分 9

親会社持分 7,581
 

 

取得した資産及び引受けた負債は、取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算出された金額である。

 
⑤ 取得により生じたのれん

 (単位：百万円)

項目 金額

取得の対価 9,352

当社グループが取得した識別可能な純資産の公正価値 △7,581

取得により生じたのれん 1,771
 

　

のれんは、今後期待される将来の超過収益力から発生したものである。認識されたのれんのうち、税務上損金

算入が見込まれるものはない。なお、のれんの金額は暫定的に算出されたものである。

 

⑥ 当社グループへの業績に与える影響

被取得企業の取得日から2017年９月30日までの経営成績は重要性が乏しいため記載を省略している。
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(Thai Storage Battery Public Company Limitedの取得)

当社グループは、2017年７月25日付でThai Storage Battery Public Company Limitedの株式43.9%を取得してい

る。その後、更なる株式取得をめざして公開買付けを実施した結果、当社グループは、2017年９月８日付で同社の

株式の過半数を取得した。

① 企業結合の概要

(a) 被取得企業の名称及びその事業の内容

対象となる企業の名称　　Thai Storage Battery Public Company Limited

事業の内容　　　　　　　鉛蓄電池の製造・販売

(b) 企業結合の主な理由

当社グループは、2018中期経営計画の中で、蓄電システム事業について、「規模の拡大によるグローバル市

場での地位確立」を基本方針とし、製品力の強化、拠点拡充等に取り組んでいる。

今回のThai Storage Battery Public Company Limitedの株式取得により、同社の持つブランド力、製造拠

点、販売網等を活用し、東南アジアにおける自動車用及び産業用鉛蓄電池事業の一層の強化、拡大を図るた

め。

(c) 取得日

2017年９月８日

(d) 取得企業が被取得企業の支配を獲得した方法

現金を対価とする株式の取得

(e) 結合後企業の名称

Thai Storage Battery Public Company Limited

(f) 取得した議決権比率

取得日直前に所有していた議決権比率　　43.9％

　取得日に追加取得した議決権比率　　　　43.0％

　取得後の議決権比率　　　　　　　　　 86.9％

(g) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社及び当社の連結子会社であるSiam Magi Co., Ltd.が、現金を対価とする株式の取得により、Thai

Storage Battery Public Company Limitedの議決権の過半数を取得したため。

 

② 取得の対価

 (単位：百万円)

項目 金額

現金及び現金同等物 7,835

取得日直前に保有していた資本持分の公正価値 8,162

合計 15,997
 

 

子会社株式の取得による支出は以下のとおりである。

 (単位：百万円)

項目 金額

現金及び現金同等物による取得の対価 7,835

取得した子会社の現金及び現金同等物 △748

子会社株式の取得による支出 7,087
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③ 取得関連費用

企業結合に係る取得関連費用として、株式取得に係る業務委託費用等329百万円を前連結会計年度の連結損益計

算書及び当第２四半期連結累計期間の要約四半期連結損益計算書の「その他の費用」に計上している。

 

④ 段階取得に係る差益

取得日直前に保有していた被取得企業の資本持分を取得日における公正価値で再測定した結果、段階取得に係

る差益312百円を要約四半期連結損益計算書の「その他の収益」に計上している。

 
⑤ 取得した資産及び引き受けた負債、非支配持分

 (単位：百万円)

項目 金額

流動資産  

売上債権 1,747

棚卸資産 3,959

その他 1,002

非流動資産  

有形固定資産 4,379

その他 1,440

資産合計 12,527

流動負債  
　短期借入金 4,255

　その他 2,332

非流動負債 311

負債合計 6,898

非支配持分 122

親会社持分 5,507
 

 

取得した資産及び引受けた負債は、取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算出された金額である。

 
⑥ 取得により生じたのれん

 (単位：百万円)

項目 金額

取得の対価 15,997

非支配持分 727

当社グループが取得した識別可能な純資産の公正価値 △5,507

取得により生じたのれん 11,217
 

　

非支配持分は、被取得企業の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配株主の持分割合で測定している。

のれんは、今後期待される将来の超過収益力及び既存事業とのシナジー効果から発生したものである。認識さ

れたのれんのうち、税務上損金算入が見込まれるものはない。なお、のれんの金額は、暫定的に算出されたもの

である。
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⑦ 当社グループへの業績に与える影響

要約四半期連結損益計算書に計上されている取得日以降の被取得企業の「売上収益」は1,041百万円、「四半期

損失」は230百万円である。

 
なお、PCT, LLC, a Caladrius Company、ISOLITE GmbH及びThai Storage Battery Public Company Limitedの各社

の企業結合が期首に行われたと仮定した場合の、当社グループの要約四半期連結損益計算書の「売上収益」は331,323

百万円、「四半期利益」は15,935百万円である。なお、当該注記は四半期レビューを受けていない。
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６．配当金

前第２四半期連結累計期間(自　2016年４月１日　至　2016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
(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

2016年５月25日
取締役会

普通株式 5,206 25 2016年３月31日 2016年５月27日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当該第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該第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
(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

2016年10月26日
取締役会

普通株式 5,206 25 2016年９月30日 2016年11月30日 利益剰余金
 

 
当第２四半期連結累計期間(自　2017年４月１日　至　2017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
(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

2017年５月24日
取締役会

普通株式 6,247 30 2017年３月31日 2017年５月26日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当該第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該第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
(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

2017年10月25日
取締役会

普通株式 6,247 30 2017年９月30日 2017年11月30日 利益剰余金
 

 
 

７．１株当たり四半期利益

１株当たり四半期利益及びその算定上の基礎は以下のとおりである。

　項目
前第２四半期連結累計期間

(自　2016年４月１日
 至　2016年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2017年４月１日
 至　2017年９月30日)

親会社株主に帰属する四半期利益 （百万円） 16,773 16,768

発行済普通株式の期中平均株式数 （千株） 208,231 208,227

基本的１株当たり四半期利益 （円） 80.55 80.53
 

(注) 希薄化後１株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

　項目
前第２四半期連結会計期間

(自　2016年７月１日
 至　2016年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　2017年７月１日
 至　2017年９月30日)

親会社株主に帰属する四半期利益 （百万円） 9,549 5,575

発行済普通株式の期中平均株式数 （千株） 208,231 208,226

基本的１株当たり四半期利益 （円） 45.86 26.78
 

(注) 希薄化後１株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。
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８．金融商品の公正価値

(1) 帳簿価額及び公正価値

主な金融商品の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりである。

(単位：百万円)

項目　

前連結会計年度
(2017年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2017年９月30日)

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

償却原価で測定する金融負債 　 　 　 　

　社債及び借入金 45,896 46,432 74,865 75,484
 

 

(2) 公正価値の測定方法

公正価値の測定は当社の評価方針及び手続に従って行われており、金融商品の個々の資産性質、特徴並びにリス

クを最も適切に反映できる評価モデルを決定している。また、担当部署は公正価値の変動に影響を与え得る重要な

指標の推移を継続的に検証している。

短期間で決済される社債及び借入金の公正価値は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっている。

　決済までの期間が長期の借入金のうち変動金利のものはその金利が短期間で市場金利を反映すること、また、当

社グループの信用状態に大きな変動が生じていないことから、その公正価値は帳簿価額と近似していると考えられ

るため当該帳簿価額によっている。一方、固定金利のものは元利金の合計額を期末時点で新たに同様の借入を行っ

たと仮定した場合に想定される利率で割り引いた現在価値を公正価値としている。

　決済までの期間が長期の社債の公正価値については取引先金融機関から入手した評価価額によっている。

上記以外の金融資産及び金融負債の公正価値は概ね帳簿価額と近似している。

　

(3) 公正価値のレベル別分類

使用した指標により以下のとおり３つのレベルに区分している。

　

レベル１

同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格により測定した公正価値

レベル２

レベル１以外の直接的又は間接的に観察可能な指標を使用して測定した公正価値

レベル３

観察可能でない指標を使用して測定した公正価値

　

公正価値に複数の指標を使用している場合には、その公正価値測定の全体において重要な最も低いレベルの指標

に基づいて公正価値のレベルを決定している。公正価値のレベル間の振替は各四半期の期首時点で発生したものと

して認識している。

 
上場株式についてはその株価により公正価値を測定しており、公正価値レベル１に分類している。

　非上場株式については割引将来キャッシュ・フローに基づく評価技法及び純資産価値に基づく評価技法等を用い

て公正価値を測定しており、公正価値レベル３に分類している。

　債券については取引先金融機関から提出された評価価額により公正価値を測定しており、公正価値レベル３に分

類している。

　社債及び借入金については公正価値レベル２に分類している。

　デリバティブ取引については取引先金融機関から提出された評価価額により公正価値を測定しており、FVTPLの金

融資産又はFVTPLの金融負債として公正価値レベル２に分類している。
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経常的に公正価値により測定する金融商品は以下のとおりである。

　

前連結会計年度末(2017年３月31日)

    　(単位：百万円)

項目 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

資産 　 　 　 　

　その他の金融資産 　 　 　 　

　 デリバティブ － 627 － 627

　　有価証券等 9,146 249 5,096 14,491

負債 　 　 　 　

　その他の金融負債 　 　 　 　

　　デリバティブ － 848 － 848
 

　

当第２四半期連結会計期間(2017年９月30日)

    (単位：百万円)

項目 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

資産 　 　 　 　

　その他の金融資産 　 　 　 　

　　デリバティブ － 9 － 9

　　有価証券等 9,957 261 5,298 15,516

負債 　 　 　 　

　その他の金融負債 　 　 　 　

　　デリバティブ － 179 － 179
 

　

前連結会計年度及び当第２四半期連結会計期間において、公正価値レベル１とレベル２の間の重要な振替は行わ

れていない。

　

公正価値レベル３に区分される経常的に公正価値により測定する金融商品の増減は以下のとおりである。

　

前第２四半期連結累計期間(自　2016年４月１日　至　2016年９月30日)

   (単位：百万円)

項目　 FVTPLの金融資産 FVTOCIの金融資産 合計

期首残高 884 4,132 5,016

純損益 △38 － △38

その他の包括利益 － △59 △59

購入 110 230 340

売却又は償還 △11 △16 △27

支配獲得による振替 － － －

レベル３からの振替 － － －

その他 △4 △8 △12

四半期末残高 941 4,279 5,220
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当第２四半期連結累計期間(自　2017年４月１日　至　2017年９月30日)

   (単位：百万円)

項目　 FVTPLの金融資産 FVTOCIの金融資産 合計

期首残高 1,088 4,008 5,096

純損益 15 － 15

その他の包括利益 － 80 80

購入 135 6 141

売却又は償還 △31 － △31

支配獲得による振替 － － －

レベル３からの振替 － － －

その他 △4 1 △3

四半期末残高 1,203 4,095 5,298
 

　

上記の金融資産に係る純損益は要約四半期連結損益計算書の「金融収益」及び「金融費用」に含まれており、そ

の他の包括利益は要約四半期連結包括利益計算書の「FVTOCIの金融資産の公正価値の純変動額」に含まれている。

　当社は、子会社の非支配持分株主に対して当該非支配持分の売建プット・オプションを付与している。当該プッ

ト・オプションの対象となっている非支配持分は当該プット・オプションに係る金融負債に振替え、非支配持分と

金融負債の差額は資本剰余金の減少として処理している。当該金融負債は公正価値により認識され、前連結会計年

度末及び当第２四半期連結会計期間末における金額は、それぞれ14,495百万円及び16,739百万円であ

る。　　　　　　

当該金融負債の公正価値は将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算出しており、公正価値の変動額は

資本剰余金の増減額として認識することとしている。

当該金融負債の公正価値のヒエラルキーのレベルはレベル３である。

なお、当該金融負債は、上表に含んでいない。

 
９．偶発事象

当社及び一部の子会社は、アルミ電解コンデンサ等の取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、欧州を含

む複数の国と地域の競争当局から調査を受けている。また、米国等において、当社及び一部の子会社に対して集団代

表訴訟を含む民事訴訟が起こされている。これらの影響額は未確定であるが、発生の可能性が高く、かつ、金額を合

理的に見積ることが出来る部分については、負債に計上している。

 

10．後発事象

　当社は、2017年10月25日の取締役会において、国内無担保普通社債の募集に関する決議を行った。

(1) 社債の種類　無担保普通社債

(2) 発行総額　　200億円以内(但し、複数回に分割して発行することができる)

(3) 発行価額　　額面100円につき100円

(4) 償還年限　　15年以内

(5) 利率　　　　年1.5％以下

(6) 発行時期　　2017年11月１日から2018年３月31日まで(なお、状況により期間中に発行しないことがある)

(7) 償還方法　　満期一括償還(但し、買入消却、繰上償還条項を付す場合がある)

(8) 担保・保証　無担保・無保証

(9) 資金使途　　設備資金、投融資資金、運転資金

(10) その他　　　発行総額、年限、利率、発行時期、幹事証券会社、引受会社、財務代理人等、発行条件の詳細その

他必要事項の決定については、上記条件の範囲内で執行役社長に委任するものとする。

 

EDINET提出書類

日立化成株式会社(E01013)

四半期報告書

31/34



 

２ 【その他】

 剰余金の配当

 当社は、2017年10月25日開催の取締役会において、剰余金の配当を行うことを次のとおり決議した。

 ①配当金の総額          6,247百万円

 ②１株当たり配当額             30円

 ③基準日  　        2017年９月30日

 ④効力発生日 　     2017年11月30日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　

該当事項なし
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

2017年11月13日

日立化成株式会社

執行役社長 丸山 寿 殿

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 葛   貫   誠   司   ㊞
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   樫   山      豪      ㊞
 

　

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」に掲げられている日立化成株式会

社の2017年４月１日から2018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(2017年７月１日から2017年９月

30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2017年４月１日から2017年９月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、すな

わち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結

持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半期レビュー

を行った。

　

要約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、「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」第93条の規定により国際会計基準

第34号「期中財務報告」に準拠して要約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要約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、独立の立場から要約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、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務

報告」に準拠して、日立化成株式会社及び連結子会社の2017年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四

半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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