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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12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 ％

2021年３月期第３四半期 18,315 △10.1 1,446 △7.0 1,595 △6.6 1,098 △8.3

2020年３月期第３四半期 20,371 △2.5 1,555 11.8 1,707 13.0 1,198 14.5

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 1,700百万円 ( 7.1％) 2020年３月期第３四半期 1,588百万円 (383.9％)

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

2021年３月期第３四半期 165.40 －

2020年３月期第３四半期 173.23 －

（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 ％

2021年３月期第３四半期 50,079 42,850 82.6

2020年３月期 50,626 42,020 79.8

(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 41,390百万円 2020年３月期 40,418百万円

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

2020年３月期 － 40.00 － 40.00 80.00

2021年３月期 － 40.00 －

2021年３月期(予想) 40.00 80.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 24,600 △8.8 1,900 △1.9 2,100 △1.9 1,400 2.2 209.79

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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)

（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 ： 有

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) 2021年３月期３Ｑ 8,998,308株 2020年３月期 8,998,308株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 2,369,359株 2020年３月期 2,277,870株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 6,643,687株 2020年３月期３Ｑ 6,918,983株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報

に関する説明」をご覧ください。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響を受け、経

済活動の停滞や個人消費の低迷等により厳しい状況となりました。経済活動が再開するにつれ持ち直してきたもの

の、足元では感染が再拡大しており、先行きは依然不透明な状況となっております。

このような環境下において、当社グループでは、IT技術を活用した働き方改革や業務改善に積極的に取り組むと

同時に、市場、顧客ニーズの探索に注力し、これまで培ってきた当社グループの技術を活かした提案型営業活動の

強化に努めるなど、更なる事業基盤の強化を図ってまいりました。

化学品事業においては、電子材料向け樹脂は、世界的なテレワーク等の拡大により、液晶向け及び半導体向け製

品が堅調に推移しました。その他用途向けについては、当第３四半期には回復基調に転じましたが、建築関連向け

樹脂は、住宅着工件数の減少や建設工事の延期や中止等により前年を下回り、また、自動車関連向け樹脂について

も、顧客の稼働率は持ち直したものの前年を下回りました。以上の結果、化学品事業は減収となりました。

食品事業においては、いわゆる「巣ごもり消費」の増加により酒類向け製品は増加しましたが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大による外出自粛及び各種イベントの中止に加え、夏場の天候不順の影響を受け清涼飲料向け製品が

低調に推移するなどした結果、減収となりました。

不動産活用業は、ほぼ前年並みで推移いたしました。

以上の結果、当社グループの売上高は前年同期比10.1％減少の18,315百万円となりました。利益面では、高付加

価値製品の拡販等と経費削減が利益向上に寄与しましたが、売上高の減少により、営業利益は前年同期比7.0％減少

の1,446百万円、経常利益は前年同期比6.6％減少の1,595百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比

8.3％減少の1,098百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末と比べ546百万円減少し、50,079百万円となりまし

た。これは、主に売上高の減少により売上債権が減少したことによるものです。

負債合計は前連結会計年度末と比べ1,376百万円減少し、7,229百万円となりました。これは、主に売上高の減少

により仕入債務が減少したこと及び前連結会計年度の設備投資に伴う設備関係未払金が当連結会計年度に決済され

たことにより減少したことによるものです。

純資産合計は前連結会計年度末と比べ829百万円増加し、42,850百万円となりました。これは、主に親会社株主に

帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したこと及び有価証券の時価上昇によりその他有価証券評価

差額金が増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により先行きは依然不透明なが

らも、当第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し見直しを行いました。その結果、利益面については

前回発表数値を上回る予想となったため、2020年９月15日に公表いたしました予想を修正しております。詳細につ

きましては、本日付で公表いたしました「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,400 7,277

受取手形及び売掛金 7,532 7,175

有価証券 3,199 2,500

商品及び製品 2,266 2,119

仕掛品 679 724

原材料及び貯蔵品 1,133 1,152

その他 231 203

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 21,440 21,150

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 22,864 22,821

減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,258 △16,494

建物及び構築物（純額） 6,606 6,327

機械装置及び運搬具 32,701 32,374

減価償却累計額及び減損損失累計額 △28,918 △29,180

機械装置及び運搬具（純額） 3,782 3,193

土地 7,969 7,969

リース資産 185 137

減価償却累計額及び減損損失累計額 △95 △47

リース資産（純額） 90 90

建設仮勘定 34 434

その他 3,113 3,076

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,640 △2,669

その他（純額） 473 406

有形固定資産合計 18,956 18,423

無形固定資産

のれん 481 370

その他 71 68

無形固定資産合計 552 438

投資その他の資産

投資有価証券 8,185 8,814

その他 1,566 1,327

貸倒引当金 △75 △74

投資その他の資産合計 9,677 10,068

固定資産合計 29,185 28,929

資産合計 50,626 50,079
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,603 3,159

1年内返済予定の長期借入金 450 －

未払金 1,610 1,144

未払法人税等 295 103

賞与引当金 339 184

その他 114 382

流動負債合計 6,413 4,974

固定負債

環境対策引当金 7 5

固定資産撤去引当金 22 22

退職給付に係る負債 1,543 1,537

その他 619 689

固定負債合計 2,192 2,255

負債合計 8,605 7,229

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 25,690 25,690

利益剰余金 14,934 15,489

自己株式 △5,975 △6,226

株主資本合計 39,649 39,953

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 554 1,426

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 217 4

退職給付に係る調整累計額 △2 5

その他の包括利益累計額合計 769 1,436

非支配株主持分 1,601 1,459

純資産合計 42,020 42,850

負債純資産合計 50,626 50,079
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

売上高 20,371 18,315

売上原価 15,949 14,085

売上総利益 4,421 4,230

販売費及び一般管理費 2,866 2,783

営業利益 1,555 1,446

営業外収益

受取利息 41 35

受取配当金 83 83

その他 53 33

営業外収益合計 179 152

営業外費用

支払利息 1 0

訴訟関連費用 20 －

その他 5 2

営業外費用合計 28 3

経常利益 1,707 1,595

特別利益

退職給付引当金戻入額 131 －

その他 37 0

特別利益合計 168 0

特別損失

固定資産処分損 181 8

固定資産撤去引当金繰入額 0 －

特別損失合計 182 8

税金等調整前四半期純利益 1,693 1,586

法人税、住民税及び事業税 317 304

法人税等調整額 86 110

法人税等合計 403 415

四半期純利益 1,289 1,171

非支配株主に帰属する四半期純利益 91 72

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,198 1,098
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

四半期純利益 1,289 1,171

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 173 869

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 109 △347

退職給付に係る調整額 15 7

その他の包括利益合計 298 529

四半期包括利益 1,588 1,700

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,450 1,766

非支配株主に係る四半期包括利益 137 △65
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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）

当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、商品及び製品等の販売について、従来は出荷時に収益を認識しておりましたが、着荷時に収益を

認識する方法に変更しております。また、代理人として行われる取引については、従来は顧客から受け取る対価

の総額を収益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。さらに、買戻し契

約に該当する有償支給取引については、従来は支給先から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当

該収益を認識しない方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高が130百万円減少し、売上原価は132百万円減少し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ１百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高

は９百万円減少しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31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
合計
（注）

化学品事業 食品事業 不動産活用業

売上高

外部顧客への売上高 16,545 3,641 184 20,371

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 16,545 3,641 184 20,371

セグメント利益又は損失（△） 1,565 △133 123 1,555

(注) 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一致しております。

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)

該当事項はありません。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31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
合計
（注）

化学品事業 食品事業 不動産活用業

売上高

外部顧客への売上高 14,897 3,233 184 18,315

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 14,897 3,233 184 18,315

セグメント利益又は損失（△） 1,379 △58 125 1,446

(注) 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一致しております。

２．報告セグメントの利益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)

該当事項はありません。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識

に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「化学品事業」の売上高が143百万円減

少、セグメント利益が０百万円減少し、「食品事業」の売上高が13百万円増加、セグメント利益が１百万円増加

しております。


