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四 半 期 報 告 書

1 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示

用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を

付して出力・印刷したものであります。

2 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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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76期

第2四半期
連結累計期間

第77期
第2四半期

連結累計期間
第76期

会計期間
自 2017年4月 1日

至 2017年9月30日

自 2018年4月 1日

至 2018年9月30日

自 2017年4月 1日

至 2018年3月31日

売上高 （千円） 35,002,772 39,404,954 73,310,101

経常利益 （千円） 1,791,104 2,731,568 4,008,194

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（千円） 1,284,457 2,947,685 2,725,993

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 1,529,187 2,104,807 2,845,332

純資産額 （千円） 35,048,693 37,774,953 36,097,816

総資産額 （千円） 68,981,775 70,493,476 69,637,686

1株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 49.50 113.26 105.03

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 （％） 47.69 50.20 48.43

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 25,875 1,280,221 2,777,231

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △799,297 △1,079,412 △1,527,294

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 423,692 377,098 △1,551,990

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） 3,566,535 4,143,728 3,659,952

回次
第76期

第2四半期
連結会計期間

第77期
第2四半期

連結会計期間

会計期間
自 2017年7月 1日

至 2017年9月30日

自 2018年7月 1日

至 2018年9月30日

1株当たり四半期純利益金額 （円） 25.54 48.31

(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。

4. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第1四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

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）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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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重要な変更はありません。

　

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前

連結会計年度との比較・分析を行っております。

　

(1) 財政状態及び経営成績の状況

　当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米国の景気は回復が続き、欧州の景気は緩やかに回復しまし

た。中国の景気は、持ち直しの動きが続きました。

　一方、日本経済は、雇用、企業収益が改善し、設備投資も増加しました。

このような中、当社グループは中期経営計画『NEW HARIMA 2018』の最終年に入り、更なる事業の成長に取り組

んでいます。

　当社グループの海外事業は、欧州、中国を中心に販売数量の増加があり、売上高は前年同四半期に比べ増加しま

した。利益面でも、前年同四半期に比べ増加しました。

　国内事業は、売上高、利益面とも前年同四半期に比べ増加しました。

　その結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は394億4百万円となり、前年同四半

期に比べ44億2百万円(12.6％)の増収となりました。

利益面では、営業利益は23億5千4百万円となり、前年同四半期に比べ5億6千3百万円（31.4％）の増益となりま

した。経常利益は27億3千1百万円となり、前年同四半期に比べ9億4千万円（52.5％）の増益となりました。

　また、連結子会社の繰延税金資産の追加計上に伴い、法人税等調整額（△は益）を△11億9千8百万円計上したこ

とにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は29億4千7百万円となり、前年同四半期に比べ16億6千3百万円

（129.5％）の増益となりました。

　当社グループの部門別経営成績の概況は次の通りであります。

（樹脂化成品）

　国内の印刷インキおよび塗料業界の生産量は前年同四半期に比べ減少しました。

　当部門では、印刷インキ用樹脂、塗料用樹脂ともに、新規商品の採用等がありましたことから、前年同四半期に

比べ売上高は増加しました。

　その結果、当部門の売上高は、100億9千2百万円となり、前年同四半期に比べ7億8千4百万円(8.4％)の増収とな

りました。営業利益は6億6千3百万円と前年同四半期に比べ1億6千6百万円（33.6％）の増益となりました。

　

（製紙用薬品）

国内の製紙業界は、板紙の需要は増加したものの、印刷情報用紙の需要が低迷し、紙・板紙生産量は減少しまし

た。中国および米国の紙・板紙生産量も減少しました。

当部門の売上高は、中国は引き続き好調で、国内および米国が堅調に推移したため、前年同四半期に比べ増加し

ました。

　その結果、当部門の売上高は、95億9千3百万円となり、前年同四半期に比べ16億4千8百万円(20.7％)の増収とな

りました。営業利益は、9億3千7百万円と前年同四半期に比べ3億3千7百万円（56.2％）の増益となりました。

　

（電子材料）

　当部門が主に関連する自動車業界の生産台数は、前年同四半期に比べて中国では増加したものの、国内、欧州は

横ばい、北米では減少しました。

　当部門の売上高は、ソルダペースト、自動車熱交換器用のろう付け材料などの販売が増加し、前年同四半期に比

べ増加しました。

　その結果、当部門の売上高は、28億4千4百万円となり、前年同四半期に比べ6千8百万円(2.5％)の増収となりま

した。営業利益は2億3千4百万円と前年同四半期に比べ3千1百万円（15.4％）の増益となりました。
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（ローター）

出版印刷インキ用樹脂は、情報のデジタル化を背景に需要が低迷しているものの、欧州は競合品からの切り替え

により販売数量は前年同四半期に比べ増加しました。

　粘接着剤用樹脂は、北米での販売が堅調に推移したことから、販売数量は前年同四半期に比べ増加しました。ま

た、販売単価の上昇により、当部門の売上高は、前年同四半期に比べ増加しました。

　その結果、当部門の売上高は160億2千万円で、前年同四半期に比べ18億6千万円（13.1％）の増収となりまし

た。利益面では、一部販売単価は上昇したものの、全体としては競合他社との価格競争による粗利率の低下、販売

費及び一般管理費の増加に伴い、当部門の営業利益は6億9千7百万円と前年同四半期に比べ4千2百万円（△5.7％）

の減益となりました。

　
　

　当連結会計期間末の総資産は前期末に比べ8億5千5百万円の増加となりました。自己資本比率は50.2％となりま

した。増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が5億1千3百万円増加し、原材料及び貯蔵品が3億3千7百万円

減少しました。負債では短期借入金が12億8千万円増加し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）は返

済及び為替の影響により10億7千1百万円減少しました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、41億4千3百万円となり、前連結会

計年度末に比べ4億8千3百万円（13.2％）の増加となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって得られた資金は、12億8千万円（前年同四半期に比べ12億5千4百万円増加）となりました。これ

は、税金等調整前四半期純利益24億7千2百万円、減価償却費9億7千万円、たな卸資産の減少額5億7千8百万円等によ

り、資金の収入が支出を上回ったこと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）

投資活動により使用された資金は、10億7千9百万円（前年同四半期に比べ2億8千万円増加）となりました。これ

は、投資有価証券の売却による収入が1億円あったものの、有形固定資産の取得による支出11億1千2百万円等、資金

の支出が収入を上回ったこと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）

財務活動により得られた資金は、3億7千7百万円（前年同四半期に比べ4千6百万円減少）となりました。これは、

長期借入金の返済による支出が20億8百万円、配当金の支払による支出が3億1千2百万円あったものの、短期借入金

の純増額が15億9千4百万円、長期借入金による収入が12億円あったことにより、資金の収入が支出を上回ったこと

によるものであります。

(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。

(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の総額は12億4千万円であります。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。

3 【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。
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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 59,500,000

計 59,500,000

② 【発行済株式】

種類
第2四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2018年9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2018年11月6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 26,080,396 26,080,396
東京証券取引所市場
第一部

単元株式数は、100株
であります。

計 26,080,396 26,080,396 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

② 【その他の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) 【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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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)

2018年7月1日～9月30日 － 26,080 － 10,012,951 － 9,744,379
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(5) 【大株主の状況】

2018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(自己
株式を除く。)の
総数に対する所
有株式数の割合

(％)

長谷川興産㈱ 兵庫県加古川市加古川町粟津113番地 5,826 22.39

ハリマ化成共栄会 大阪府大阪市中央区今橋4丁目4番7号 1,206 4.63

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 1,094 4.20

有限会社松籟 兵庫県神戸市東灘区御影山手5丁目9番11号 1,073 4.12

公益財団法人松籟科学技術振興財団 大阪府大阪市中央区今橋4丁目4番7号 815 3.13

兵庫県信用農業協同組合連合会 兵庫県神戸市中央区海岸通1丁目 728 2.79

株式会社みなと銀行 兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目1番1号 692 2.66

京阪神興業株式会社 兵庫県神戸市中央区浪花町15番地 672 2.58

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2丁目11番3号 630 2.42

株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 476 1.82

計 ― 13,216 50.78

　（注）1.持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。

　 2.発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示

　 しております。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2018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 56,000 － －

完全議決権株式（その他）（注） 普通株式 26,013,900 260,139 －

単元未満株式 普通株式 10,496 － 1単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 26,080,396 － －

総株主の議決権 － 260,139 －

(注) 「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5,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数50個が含まれております。

② 【自己株式等】

2018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(％)

ハリマ化成グループ
株式会社

東京都中央区日本橋3丁目8
番4号

56,000 － 56,000 0.21

計 ― 56,000 － 56,000 0.21

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ける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（2018年7月1日から2018年9月

30日まで）及び第2四半期連結累計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表につい

て、有限責任監査法人トーマツ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
(2018年3月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2018年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,711,320 4,224,417

受取手形及び売掛金 ※1 20,254,480 ※1 21,651,460

商品及び製品 5,756,636 5,333,845

原材料及び貯蔵品 5,784,556 5,447,120

その他 2,130,419 1,965,078

貸倒引当金 △121,763 △121,957

流動資産合計 37,515,649 38,499,965

固定資産

有形固定資産

土地 8,851,231 8,559,089

その他（純額） 13,216,843 12,938,855

有形固定資産合計 22,068,075 21,497,944

無形固定資産

その他 942,055 819,226

無形固定資産合計 942,055 819,226

投資その他の資産

投資有価証券 7,720,869 7,390,876

その他 1,394,095 2,288,524

貸倒引当金 △3,060 △3,060

投資その他の資産合計 9,111,905 9,676,340

固定資産合計 32,122,036 31,993,511

資産合計 69,637,686 70,493,476
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年3月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2018年9月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,833,453 8,520,083

短期借入金 10,815,898 12,096,278

1年内返済予定の長期借入金 2,711,266 1,486,364

未払法人税等 428,092 449,945

役員賞与引当金 71,810 43,160

その他 3,376,412 3,353,511

流動負債合計 26,236,933 25,949,343

固定負債

長期借入金 2,357,665 2,510,838

長期預り保証金 736,381 724,681

役員退職慰労引当金 404,507 434,055

退職給付に係る負債 1,004,294 968,590

資産除去債務 48,636 48,810

その他 2,751,450 2,082,204

固定負債合計 7,302,935 6,769,180

負債合計 33,539,869 32,718,523

純資産の部

株主資本

資本金 10,012,951 10,012,951

資本剰余金 9,767,449 9,767,753

利益剰余金 13,573,352 16,208,737

自己株式 △26,314 △27,183

株主資本合計 33,327,438 35,962,259

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,679,256 1,554,732

為替換算調整勘定 △1,109,705 △1,970,703

退職給付に係る調整累計額 △173,953 △160,677

その他の包括利益累計額合計 395,597 △576,648

非支配株主持分 2,374,780 2,389,342

純資産合計 36,097,816 37,774,953

負債純資産合計 69,637,686 70,493,476
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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 2017年4月 1日
　至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月 1日
　至 2018年9月30日)

売上高 35,002,772 39,404,954

売上原価 26,700,540 30,034,513

売上総利益 8,302,232 9,370,441

販売費及び一般管理費 ※1 6,510,479 ※1 7,015,542

営業利益 1,791,752 2,354,899

営業外収益

受取利息 16,039 22,221

受取配当金 171,482 171,630

不動産賃貸料 57,516 57,740

為替差益 － 285,098

その他 151,275 51,420

営業外収益合計 396,313 588,111

営業外費用

支払利息 141,378 123,694

為替差損 177,501 －

その他 78,081 87,747

営業外費用合計 396,961 211,442

経常利益 1,791,104 2,731,568

特別損失

減損損失 － 259,000

特別損失合計 － 259,000

税金等調整前四半期純利益 1,791,104 2,472,568

法人税、住民税及び事業税 415,298 514,133

法人税等調整額 17,002 △1,198,271

法人税等合計 432,300 △684,138

四半期純利益 1,358,803 3,156,707

非支配株主に帰属する四半期純利益 74,345 209,021

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,284,457 2,947,685
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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 2017年4月 1日
　至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月 1日
　至 2018年9月30日)

四半期純利益 1,358,803 3,156,707

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 490,959 △124,564

為替換算調整勘定 △329,421 △940,995

退職給付に係る調整額 8,843 13,620

持分法適用会社に対する持分相当額 2 39

その他の包括利益合計 170,383 △1,051,899

四半期包括利益 1,529,187 2,104,807

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,483,812 1,975,440

非支配株主に係る四半期包括利益 45,374 129,367
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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 2017年4月 1日
　至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月 1日
　至 2018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 1,791,104 2,472,568

減価償却費 938,839 970,958

減損損失 － 259,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28,740 △28,650

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,488 8,642

受取利息及び受取配当金 △187,521 △193,852

支払利息 141,378 123,694

為替差損益（△は益） 185,581 △275,148

持分法による投資損益（△は益） △25,951 △10,725

有形固定資産売却損益（△は益） △115 △21

売上債権の増減額（△は増加） △1,495,218 △1,646,702

たな卸資産の増減額（△は増加） △811,854 578,676

仕入債務の増減額（△は減少） △153,083 △184,489

その他 51,179 △381,558

小計 404,111 1,692,392

利息及び配当金の受取額 197,070 204,694

利息の支払額 △185,693 △127,520

法人税等の支払額 △389,612 △489,345

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,875 1,280,221

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 △731,418 △1,112,580

有形固定資産の売却による収入 95,332 41,696

投資有価証券の取得による支出 △144,386 △2,033

投資有価証券の売却による収入 52,927 100,148

貸付金の回収による収入 537 4,251

その他 △72,289 △110,896

投資活動によるキャッシュ・フロー △799,297 △1,079,412

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） 6,602,862 1,594,944

長期借入れによる収入 1,433,824 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △7,278,791 △2,008,680

配当金の支払額 △233,535 △312,300

非支配株主への配当金の支払額 △57,469 △47,489

預り保証金の返還による支出 △1,195 △11,416

その他 △42,003 △37,959

財務活動によるキャッシュ・フロー 423,692 377,098

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86,088 △94,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △435,818 483,776

現金及び現金同等物の期首残高 4,002,354 3,659,952

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 3,566,535 ※1 4,143,728
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

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。

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第1四半期連結会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区

分に表示しております。

(四半期連結貸借対照表関係)

※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、

四半期連結会計期間末残高に含まれております。

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2018年9月30日)

受取手形 67,111千円 165,144千円

(四半期連結損益計算書関係)

※1 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 2017年4月 1日
至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)

運搬費 1,507,759千円 1,657,711千円

従業員給与 1,451,092千円 1,568,754千円

役員賞与引当金繰入額 48,170千円 43,160千円

役員退職慰労引当金繰入額 22,032千円 29,548千円

研究費 1,205,896千円 1,240,214千円

貸倒引当金繰入額 5,490千円 2,933千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 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は、次のとお

りであります。

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

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)

現金及び預金 3,663,890千円 4,224,417千円

預入期間が3か月超の定期預金 △97,354千円 △80,688千円

現金及び現金同等物 3,566,535千円 4,143,728千円
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(株主資本等関係)

前第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

(千円)
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18日
取締役会

普通株式 233,535 9 2017年3月31日 2017年6月26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

2017年10月30日
取締役会

普通株式 285,430 11 2017年9月30日 2017年12月5日 利益剰余金

　

当第2四半期連結累計期間（自 2018年4月1日 至 2018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

2018年5月17日
取締役会

普通株式 312,300 12 2018年3月31日 2018年6月25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

2018年10月30日
取締役会

普通株式 442,413 17 2018年9月30日 2018年12月4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】

Ⅰ 前第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. 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
その他

（注1）
合計

調整額

（注2）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注3）
樹脂化成品 製紙用薬品 電子材料 ローター 計

売上高

（1)外部顧客に対

する売上高
9,307,726 7,945,518 2,776,008 14,160,414 34,189,669 828,975 35,018,644 △15,872 35,002,772

（2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

108,327 80,009 － 76,697 265,034 70,548 335,583 △335,583 －

計 9,416,053 8,025,528 2,776,008 14,237,112 34,454,704 899,524 35,354,228 △351,455 35,002,772

セグメント利益 496,356 600,482 203,287 740,447 2,040,573 9,692 2,050,266 △258,513 1,791,752

（注1）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に「不動産管理事業」等を含ん

でおります。

（注2）セグメント利益の調整額は、棚卸資産の調整額90,128千円、各報告セグメントに配分していない全社損益△

385,308千円等が含まれております。

（注3）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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

当第2四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重

要な負ののれん発生益の認識はありません。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9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
その他

（注1）
合計

調整額

（注2）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注3）
樹脂化成品 製紙用薬品 電子材料 ローター 計

売上高

（1)外部顧客に対

する売上高
10,092,399 9,593,897 2,844,245 16,020,580 38,551,123 802,881 39,354,004 50,950 39,404,954

（2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

103,861 67,099 － 39,039 210,001 61,225 271,226 △271,226 －

計 10,196,261 9,660,996 2,844,245 16,059,620 38,761,124 864,107 39,625,231 △220,276 39,404,954

セグメント利益

又は損失(△)
663,263 937,934 234,605 697,912 2,533,716 △28,971 2,504,744 △149,845 2,354,899

（注1）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に「不動産管理事業」等を含ん

でおります。

（注2）セグメント利益又は損失(△)の調整額は、棚卸資産の調整額△9,126千円、各報告セグメントに配分していな

い全社損益△167,522千円等が含まれております。

（注3）セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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

「製紙用薬品」において10,000千円、「その他」において249,000千円それぞれ減損損失を計上しております。
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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 2017年4月 1日
至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)

1株当たり四半期純利益金額 49円50銭 113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) 1,284,457 2,947,685

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)

1,284,457 2,947,685

普通株式の期中平均株式数(千株) 25,948 26,024

（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】

第77期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）中間配当については、2018年10月30日開催の取締役会において、

2018年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対して、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①配当金の総額 442,413千円

②1株当たりの金額 17円

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2018年12月4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

2018年11月2日

ハリマ化成グループ株式会社

取締役会 御中

　

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
公認会計士 増 村 正 之 印

業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士 高 居 健 一 印

業 務 執 行 社 員

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」に掲げられているハリマ化成グルー

プ株式会社の2018年4月1日から2019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(2018年7月1日から2018年9

月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018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、ハリマ化成グループ株式会社及び連結子会社の2018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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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の8第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年11月6日

【会社名】 ハリマ化成グループ株式会社

【英訳名】 ＨＡＲＩＭＡ ＣＨＥＭＩＣＡＬＳ ＧＲＯＵＰ，ＩＮＣ．

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川吉弘

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋3丁目8番4号

【縦覧に供する場所】 ハリマ化成グループ株式会社東京本社

　(東京都中央区日本橋3丁目8番4号)

ハリマ化成グループ株式会社大阪本社

　(大阪市中央区今橋4丁目4番7号）

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 長谷川吉弘は、当社の第77期第2四半期（自 2018年7月1日 至 2018年9月30日）の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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