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１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成30年3月31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１四半期 4,594 △8.2 42 ― △44 ― △88 ―

29年3月期第１四半期 5,005 △9.3 △42 ― △59 ― △77 ―

(注)包括利益 30年3月期第１四半期 △40 百万円 ( ―％) 29年3月期第１四半期 △156 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１四半期 △2.62 ―

29年3月期第１四半期 △2.66 ―

（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１四半期 16,310 1,397 4.5

29年3月期 16,309 1,273 3.6

(参考) 自己資本 30年3月期第１四半期 733 百万円 29年3月期 630 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 ― ― ― 0 0

30年3月期 ―

30年3月期(予想) ― ― 0 0

(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、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
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

第２四半期(累計) 8,700 △12.8 0 ― △50 ― △100 ― △3.11

通期 18,700 △12.3 250 ― 80 ― 30 ― 0.93

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

（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１Ｑ 36,204,411株 29年3月期 33,224,411株

② 期末自己株式数 30年3月期１Ｑ 1,017,390株 29年3月期 1,027,240株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期１Ｑ 33,769,633株 29年3月期１Ｑ 29,115,732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

　本資料に掲載されている業績予想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異なる可能性があります。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融政策により、雇用情勢が改善し、景気

は緩やかな回復基調となりましたが、米国の新政権による政策動向や、中国及び新興国の経済動向、さらには地政

学的リスクの高まり等、世界経済の不確実性により、景気の先行きは不透明な状況にあります。

当社グループにおきましても、国内に於いては、概ね堅調に推移いたしました。しかし、海外のアセアン地域で

は引き続き需要の低迷が続いており、先行きが不透明な状況で推移しております。

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は4,594百万円(前年同四半期比8.2%減)と減収となり、営

業利益は42百万円(前年同四半期は営業損失42百万円)、経常損失は44百万円(前年同四半期は経常損失59百万円)、

税金等調整前四半期純損失は50百万円(前年同四半期は税金等調整前四半期純損失59百万円)、親会社株主に帰属す

る四半期純損失は88百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失77百万円）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

　① 自動車部品事業

当事業の国内自動車部門におきましては、中東向け乗用車部品が堅調に推移いたしました。また、海外自動

車部門におきましては、タイのECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.では経済の低迷が長引き需要の低迷が続い

ており、さらにインドネシアのPT. ECHO ADVANCED TECHNOLOGY INDONESIAを連結子会社から持分法適用会社へ

変更したことにより、売上高は減少しました。

この結果、売上高は2,476百万円(前年同四半期比7.9%減)、セグメント利益は21百万円(前年同四半期はセグ

メント損失30百万円)となりました。

　② 住宅設備・冷機部品事業

当事業の国内住宅設備部門におきましては、政府による各種住宅取得支援策により市場環境は改善しつつあ

りましたが、住宅リフォーム需要の低迷が続き、売上高は減少いたしました。また、海外冷機部品部門におき

ましては、タイのTHAI KODAMA CO.,LTD及びベトナムのTHAI KODAMA (VIETNAM）CO.,LTD.では概ね順調に推移し

いたしました。

この結果、売上高は1,957百万円(前年同四半期比8.6%減）、セグメント利益は103百万円（前年同四半期比

44.1%減）となりました。

　③ エンターテイメント事業

当事業におきましては、ゲームソフトパッケージの需要は増加しましたが、映像用ソフトパッケージの需要

が減少したことにより、売上高は減少しました。

この結果、売上高は161百万円(前年同四半期比8.1％減)、セグメント利益は5百万円(前年同四半期はセグメ

ント損失1百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は16,310百万円となり、前連結会計年度末に比べ1百万円の増加となりま

した。

資産では、流動資産が現金及び預金の減少等により43百万円減少し、固定資産が有形固定資産のリース資産の増

加等で44百万円増加しました。

負債では、流動負債が短期借入金の減少等により339百万円減少し、固定負債が長期借入金の増加等により216百

万円増加しました。

純資産では、新株予約権の行使等により123百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点において、平成29年５月12日公表の第２四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更はありません。
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児玉化学工業株式会社(4222) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

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１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,368,445 928,902

受取手形及び売掛金 3,443,646 3,642,571

商品及び製品 441,675 438,023

仕掛品 244,403 268,017

原材料及び貯蔵品 1,154,566 1,203,372

繰延税金資産 30,973 32,709

その他 467,998 595,691

貸倒引当金 △9,131 △10,414

流動資産合計 7,142,578 7,098,873

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,797,950 5,806,569

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,155,970 △3,199,798

建物及び構築物（純額） 2,641,979 2,606,770

機械装置及び運搬具 7,559,072 7,613,534

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,040,480 △6,074,346

機械装置及び運搬具（純額） 1,518,592 1,539,187

土地 2,911,800 2,915,621

リース資産 550,853 615,881

減価償却累計額 △222,756 △232,488

リース資産（純額） 328,096 383,392

建設仮勘定 694,940 695,121

その他 1,919,008 2,014,291

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,514,946 △1,568,759

その他（純額） 404,061 445,531

有形固定資産合計 8,499,470 8,585,626

無形固定資産

その他 135,618 125,895

無形固定資産合計 135,618 125,895

投資その他の資産

投資有価証券 480,317 449,802

長期貸付金 113,650 113,650

固定化営業債権 18,990 18,990

その他 91,079 89,941

貸倒引当金 △172,148 △172,148

投資その他の資産合計 531,888 500,234

固定資産合計 9,166,978 9,211,756

資産合計 16,309,556 16,310,630
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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１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,728,569 3,581,950

短期借入金 6,647,558 6,457,541

リース債務 85,513 97,202

未払法人税等 91,881 35,375

賞与引当金 64,770 77,105

その他 895,827 925,814

流動負債合計 11,514,120 11,174,989

固定負債

長期借入金 2,713,896 2,893,415

リース債務 119,633 167,110

繰延税金負債 90,824 108,630

株式給付引当金 15,364 15,527

環境対策引当金 5,649 ―

退職給付に係る負債 543,482 533,799

その他 32,690 19,580

固定負債合計 3,521,540 3,738,063

負債合計 15,035,660 14,913,052

純資産の部

株主資本

資本金 3,106,815 3,190,998

資本剰余金 66,208 150,392

利益剰余金 △2,354,982 △2,443,618

自己株式 △88,344 △87,417

株主資本合計 729,696 810,356

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 38,577 52,503

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △70,635 △77,358

退職給付に係る調整累計額 △69,085 △52,314

その他の包括利益累計額合計 △101,143 △77,169

新株予約権 2,207 628

非支配株主持分 643,135 663,762

純資産合計 1,273,896 1,397,577

負債純資産合計 16,309,556 16,310,630
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 5,005,286 4,594,333

売上原価 4,451,969 4,019,231

売上総利益 553,317 575,102

販売費及び一般管理費 595,417 532,174

営業利益又は営業損失（△） △42,099 42,927

営業外収益

受取利息 951 3,707

受取配当金 3,459 3,459

助成金収入 9,199 9,069

為替差益 27,399 ―

その他 29,809 11,505

営業外収益合計 70,818 27,740

営業外費用

支払利息 62,295 47,457

支払手数料 2,044 4,105

為替差損 ― 4,707

持分法による投資損失 ― 49,363

その他 23,661 9,257

営業外費用合計 88,000 114,891

経常損失（△） △59,282 △44,222

特別損失

事業構造改善費用 ― 5,860

特別損失合計 ― 5,860

税金等調整前四半期純損失（△） △59,282 △50,082

法人税、住民税及び事業税 11,164 4,128

法人税等調整額 △4,690 9,827

法人税等合計 6,473 13,955

四半期純損失（△） △65,755 △64,037

非支配株主に帰属する四半期純利益 11,727 24,598

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △77,483 △88,635
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純損失（△） △65,755 △64,037

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △19,712 13,926

繰延ヘッジ損益 △44 0

為替換算調整勘定 △90,882 △8,925

退職給付に係る調整額 19,572 17,003

持分法適用会社に対する持分相当額 ― 2,000

その他の包括利益合計 △91,066 24,004

四半期包括利益 △156,822 △40,032

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △132,742 △60,660

非支配株主に係る四半期包括利益 △24,079 20,627
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（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）

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）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　２．基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の金額の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　２．基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成28年11月30日付発行の第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権の一部行使により資本

金及び資本剰余金がそれぞれ84,183千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が3,190,998千円資本剰

余金が150,392千円となっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

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１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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：千円)

報告セグメント

合計
自動車部品

事業
住宅設備・冷機部品

事業
エンターテイメント

事業

売上高

外部顧客への売上高 2,689,795 2,140,286 175,204 5,005,286

セグメント間の内部
売上高又は振替高

22,628 80,457 ― 103,086

計 2,712,424 2,220,743 175,204 5,108,372

セグメント利益又は損失（△） △30,793 184,486 △1,594 152,098

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 152,098

全社費用(注) △182,958

未実現損益調整額 346

その他の調整額 △28,768

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純損失
(△）

△59,282

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

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

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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：千円)

報告セグメント

合計
自動車部品

事業
住宅設備・冷機部品

事業
エンターテイメント

事業

売上高

外部顧客への売上高 2,476,209 1,957,047 161,076 4,594,333

セグメント間の内部
売上高又は振替高

25,099 74,834 ― 99,934

計 2,501,308 2,031,882 161,076 4,694,267

セグメント利益 21,801 103,142 5,578 130,521

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 130,521

全社費用(注) △156,826

未実現損益調整額 346

その他の調整額 △24,123

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純損失
(△）

△50,082

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

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

該当事項はありません。
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