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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第１四半期 5,721 △1.1 172 △21.7 214 △0.6 118 6.9
25年３月期第１四半期 5,782 14.3 220 6.1 215 △0.6 110 △6.5

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 222百万円 ( 82.3％) 25年３月期第１四半期 122百万円 ( △1.8％)

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

26年３月期第１四半期 8.06 7.92
25年３月期第１四半期 7.56 7.44

（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 ％

26年３月期第１四半期 18,633 9,493 50.1
25年３月期 18,645 9,350 49.2

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 9,328百万円 25年３月期 9,175百万円

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

25年３月期 － 4.00 － 4.00 8.00

26年３月期 －

26年３月期(予想) 4.00 － 6.00 10.00

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 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

第２四半期(累計) 12,200 2.8 440 △11.5 440 △11.3 410 38.7 28.02
通期 25,100 5.8 1,010 6.8 1,010 0.3 560 112.9 38.27

ｃｅｍｅ
スタンプ



  

 
 (注) 詳細は、添付資料４ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

 

 
  

  

  

  

  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

  

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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありま

せん。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等については、添付資料３ページ「連結業績予想などの将来

予測情報に関する定性的情報」をご覧ください。  

  

  

※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  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) 26年３月期１Ｑ 15,167,000株 25年３月期 15,167,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 504,241株 25年３月期 533,241株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 14,637,264株 25年３月期１Ｑ 14,597,695株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間における当社グループ関連業界は、アベノミクス効果への期待を背景と

し、建築土木関連市場では消費税引き上げ予定を受け住宅着工戸数が増加いたしました。また、工業関

連市場では円高が是正されたことから輸出企業を中心に生産の持ち直しがみられました。一方、一般消

費者関連市場では依然として低価格偏重指向が続いております。また、原油や国産ナフサ価格は円安を

受けて上昇し、原材料価格については今後も高値水準が続くものと予想されます。 

このような環境のもと当社グループは、前年度にアジア地域で設立した海外子会社を中心に海外展開

を強化するとともに、引き続き環境対策品の開発、高機能製品の拡販に努めました。また、コスト体質

の一層の改善を図るため、生産性はもとより、購買力の強化、営業および物流の効率化に向けて全社横

断的な取り組みを行ってまいりました。 

市場区分別の業績につきましては、次のとおりであります。 

建築土木関連市場におきましては、住宅投資の持ち直しや改修市場の活発な動きを受けセメダインＰ

ＯＳシールなどのシーリング材やセメダインタイルエースなどの内外装工事用接着剤の売上が増加した

ことにより、売上高は前年同四半期比8.6％増加の2,738百万円となりました。 

工業関連市場におきましては、放熱性接着剤や導電性接着剤の高機能弾性接着剤の売上は比較的堅調

に推移いたしましたが、国内自動車生産台数の減少により自動車向け接着剤・シーリング材の売上が減

少したことから、売上高は前年同四半期比8.0％減少の1,995百万円となりました。 

一般消費者関連市場におきましては、昨年度に販売開始した「セメダインＢＢＸ」に続き、接着剤の

つきにくいポリエチレン・ポリプロピレンの固定にも使え、さらに用途が広がった「セメダインスーパ

ーＸハイパーワイド」の販売を開始するなど、新製品を次々に投入し積極的な営業活動を行ってまいり

ましたが、シーリング材を中心に価格競争が厳しく、売上高は前年同四半期比9.4％減少の987百万円と

なりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、連結売上高は5,721百万円（前年同四半期比

1.1％減）、営業利益は172百万円(前年同四半期比21.7％減)、経常利益は214百万円(前年同四半期比

0.6％減)、四半期純利益は118百万円(前年同四半期比6.9％増)となりました。 

  

① 資産  

流動資産は、前連結会計年度と比較し188百万円減少し13,430百万円となりました。これは主に、

受取手形及び売掛金(電子記録債権を含む)が46百万円、たな卸資産が82百万円減少したことによるも

のであります。 

 固定資産は、前連結会計年度と比較し139百万円増加し5,156百万円となりました。  

 この結果、総資産は前連結会計年度と比較し12百万円減少し18,633百万円となりました。 

② 負債  

流動負債は、前連結会計年度と比較し112百万円減少し8,157百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が67百万円増加し未払法人税等が137百万円減少したことによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度と比較し43百万円減少し981百万円となりました。 

この結果、負債合計は前連結会計年度と比較し155百万円減少し9,139百万円となりました。  

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

（２）財政状態に関する説明

セメダイン株式会社（４９９９）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

－　2　－



  
③ 純資産  

純資産は、前連結会計年度と比較し142百万円増加し9,493百万円となりました。これは主に、利益

剰余金が四半期純利益の計上により118百万円増加し、配当の実施により58百万円減少したこと及び

その他の包括利益累計額が85百万円増加したことによるものであります。 

  

当社の持分法適用関連会社であるCEMEDINE(THAILAND)CO.,LTD.の株式を追加取得し、連結子会社化す

ることを当社の取締役会で決議したことを受け、第２四半期累計期間の連結業績予想を修正いたしまし

た。詳細は本日開示した「特別利益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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税金費用の計算  

当連結会計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する方法を採用しております。  

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,289,322 4,264,557

受取手形及び売掛金 6,445,368 6,365,547

電子記録債権 379,496 412,462

商品及び製品 1,239,787 1,183,430

仕掛品 178,262 170,813

原材料及び貯蔵品 565,089 545,934

その他 526,886 492,732

貸倒引当金 △4,828 △4,903

流動資産合計 13,619,383 13,430,575

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,697,517 1,667,916

その他（純額） 1,728,002 1,856,053

有形固定資産合計 3,425,519 3,523,969

無形固定資産   

のれん 431,679 418,420

その他 112,852 110,640

無形固定資産合計 544,532 529,060

投資その他の資産   

投資有価証券 725,049 798,396

その他 329,480 311,706

貸倒引当金 △6,981 △6,517

投資その他の資産合計 1,047,548 1,103,584

固定資産合計 5,017,600 5,156,614

繰延資産 9,011 45,988

資産合計 18,645,995 18,633,178

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,123,726 6,191,393

短期借入金 510,000 510,000

未払法人税等 223,735 86,396

賞与引当金 271,813 184,298

厚生年金基金解散損失引当金 470,000 470,000

その他 670,784 715,559

流動負債合計 8,270,060 8,157,648

固定負債   

退職給付引当金 608,183 566,807

その他 416,980 415,154

固定負債合計 1,025,163 981,962

負債合計 9,295,224 9,139,611
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,050,375 3,050,375

資本剰余金 2,676,947 2,676,947

利益剰余金 3,713,339 3,771,585

自己株式 △173,675 △164,230

株主資本合計 9,266,986 9,334,677

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,355 47,040

為替換算調整勘定 △96,963 △53,068

その他の包括利益累計額合計 △91,608 △6,028

新株予約権 70,320 67,238

少数株主持分 105,072 97,680

純資産合計 9,350,771 9,493,567

負債純資産合計 18,645,995 18,633,178
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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１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,782,400 5,721,536

売上原価 4,212,852 4,185,638

売上総利益 1,569,547 1,535,898

販売費及び一般管理費 1,348,855 1,363,073

営業利益 220,691 172,825

営業外収益   

受取利息 205 262

受取配当金 7,824 7,498

持分法による投資利益 － 21,056

為替差益 94 13,035

受取ロイヤリティー 4,984 11,656

その他 12,885 13,291

営業外収益合計 25,993 66,800

営業外費用   

支払利息 1,991 1,583

売上割引 19,557 19,342

持分法による投資損失 4,762 －

支払補償費 1,268 742

その他 3,115 3,288

営業外費用合計 30,695 24,957

経常利益 215,989 214,668

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7,479

特別利益合計 － 7,479

特別損失   

固定資産除売却損 1,712 499

特別損失合計 1,712 499

税金等調整前四半期純利益 214,277 221,648

法人税等 98,835 91,963

少数株主損益調整前四半期純利益 115,441 129,684

少数株主利益 5,071 11,673

四半期純利益 110,370 118,011
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 115,441 129,684

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20,076 41,684

為替換算調整勘定 15,479 31,722

持分法適用会社に対する持分相当額 11,197 19,393

その他の包括利益合計 6,600 92,800

四半期包括利益 122,041 222,485

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 110,778 203,590

少数株主に係る四半期包括利益 11,263 18,895
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

持分法適用関連会社株式の追加取得による連結子会社化 

当社は、平成25年７月19日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社であるCEMEDINE

(THAILAND) CO.,LTD.（以下「ＣＴ社」という。）の株式を追加取得し、連結子会社化することにつ

いて決議いたしました。 

１．株式の追加取得の理由 

ＣＴ社は当社の連結子会社であるセメダインオートモーティブ株式会社の技術援助の下、タイ及び

東南アジアで現地日系自動車会社に向け、製品の供給をしております。近年日系自動車会社はタイを

中心としてアジア市場で積極的に活動をしており、当社は、ＣＴ社を連結子会社化することにより、

現地での顧客対応の充実化、意思決定の迅速化、開発・生産等のグループシナジー効果の一層の強化

を図ってまいります。 

２．株式取得する会社の概要 

(1) 名称      CEMEDINE (THAILAND) CO.,LTD. 

(2) 事業内容    接着剤の製造、販売 

(3) 資本金     10,000千Baht 

３．株式取得日 

平成25年7月下旬 

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の議決権比率の状況 

(1) 異動前の所有株式数     4,900株（議決権比率：49.0％）  

(2) 取得株式数          150株（議決権比率： 1.5％） 

(3) 取得価額(概算)     15,400,000円 

(4) 異動後の所有株式数        5,050株（議決権比率：50.5％） 

５.取得資金の調達方法  

自己資金 

（３）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（重要な後発事象）
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