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（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 31,181 △0.3 7,191 3.7 6,925 △1.7 4,817 △1.7

2020年3月期第3四半期 31,264 △3.5 6,933 △7.4 7,047 △10.8 4,902 △11.0

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期 4,883百万円（3.4％） 2020年3月期第3四半期 4,723百万円（△11.5％）

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 135.69 －

2020年3月期第3四半期 138.07 －

2021年3月期第3四半期 10,931百万円 2020年3月期第3四半期 10,111百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期第3四半期 71,835 63,539 88.5 1,789.66

2020年3月期 69,222 60,289 87.1 1,698.11

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 63,539百万円 2020年3月期 60,289百万円

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 － 23.00 － 23.00 46.00

2021年3月期 － 23.00 －

2021年3月期（予
想）

23.00 46.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％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 42,200 2.2 8,150 △7.7 8,250 △7.9 5,600 △20.2 157.73

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

通期 13,550百万円（1.4％）

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）

（参考）減価償却前連結営業利益（連結営業利益＋減価償却費）

（2）連結財政状態

2．配当の状況

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）

（参考）減価償却前連結営業利益（連結営業利益＋減価償却費）



（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（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

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期3Ｑ 35,511,000株 2020年3月期 35,511,000株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Ｑ 7,383株 2020年3月期 7,359株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Ｑ 35,503,618株 2020年3月期3Ｑ 35,503,787株

※ 注記事項

（注）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の有無となります。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（4）発行済株式数（普通株式）

※ 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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および合理的であると

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およ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Ｐ．2「1．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧下さい。
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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経済環境は、世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響により、大幅に落

ち込みました。各国政府は大規模な経済対策を実施し、中央銀行も金融緩和により経済を強力に下支えしました。

感染拡大に一定の歯止めがかかった後、経済活動の再開とともに株価が回復する等、経済回復に明るい兆しもあり

ますが、欧米では感染者の増加は継続し、世界的な感染症の収束は未だ見通せない状況にあります。加えて米中対

立も継続し、先行きは不透明な状況にあります。

日本経済においては、新型コロナウイルス感染拡大により発令された緊急事態宣言下で経済活動は停滞し、景気

は大幅に落ち込みました。緊急事態宣言解除後、各経済政策により景気の落ち込みは底を打ちましたが、再び感染

拡大が進んだことにより、各種経済政策に制限がかかり、個人消費や経済活動の本格的な回復には未だ不透明な状

況が続いています。

このような情勢下、当社グループは従業員への感染対策を徹底し、事業の継続に注力するとともに、成長を持続

するため、各事業において新規設備の本格稼働への対応や供給体制維持のための原料の安定確保等、経営基盤の一

層の強化に取り組みました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は31,181百万円（前年同期比0.3％減、83百万円減）となりまし

た。営業利益は7,191百万円（同3.7％増、258百万円増）、経常利益は6,925百万円（同1.7％減、121百万円減）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は、4,817百万円（同1.7％減、84百万円減）となりました。

経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益は、前四半期連結累計期間と比較して為替差損が発生したた

め、減益となりました。新型コロナウイルス感染拡大の当第3四半期連結累計期間における当社グループ業績への

影響は、全般的には限定的でしたが、景気後退の影響により需要が落ち込んでいる業界もあり、今後の状況を注視

していきます。

当社グループの報告セグメントの業績は、次のとおりです。

（ライフサイエンス事業）

ライフサイエンス事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が17,151百万円（前年同期比7.3％減、1,352百万

円減）、営業利益は2,466百万円（同30.7％減、1,094百万円減）となりました。

日本においては、原料価格の低下は底を打ったものの、前連結会計年度に引き続き、原料価格に連動して販売価

格が変動する契約となっている製品の販売単価が低下しました。加えて、飲食・宿泊等の業務用向け、飲料用途

等、外出自粛による経済低迷の影響を受けた業界向け製商品の販売が減少しました。また、海外子会社において

は、足元では持ち直しの兆しはあるものの、中国、米国の経済の落ち込みの影響を受けました。以上の要因によ

り、売上高は前四半期連結累計期間を下回りました。営業利益は、原料価格の低下によるコストダウン効果はあっ

たものの、新規設備の稼働に伴う減価償却費の増加によるコストアップや売上高減少の影響により、前四半期連結

累計期間を下回り、減収減益となりました。

（電子材料および機能性化学品事業）

電子材料および機能性化学品事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が14,029百万円（前年同期比9.9％

増、1,269百万円増）、営業利益は5,696百万円（同32.3％増、1,392百万円増）となりました。

半導体市場は米中対立等の懸念材料はあるものの、デジタル化の進展に伴うデータ量の増大によるサーバー需要

の増加等により引き続き堅調に推移しました。さらに、半導体の微細化の進展に伴い、当社製品の超高純度コロイ

ダルシリカの採用も増加しています。在宅勤務の進展によるトナー需要の減少等により、ナノパウダーの売上は減

少しましたが、前連結会計年度から引き続き在庫を積み増すユーザーもおり、超高純度コロイダルシリカの売上が

堅調に推移した結果、売上高は前四半期連結累計期間を上回りました。営業利益は、売上高の増加、増産によるコ

ストダウン効果により、前四半期連結累計期間を上回り、増収増益となりました。

（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総資産は、前連結会計年度末に比べ2,612百万円増加し、71,835百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金の増加によるものです。

負債については、前連結会計年度末に比べ637百万円減少し、8,295百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金や未払金の減少によるものです。

純資産については、前連結会計年度末に比べ3,250百万円増加し、63,539百万円となりました。これは主に、利

益剰余金の増加によるものです。
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（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月期の業績予想につきましては、2020年5月8日の決算短信で公表しました通期の連結業績予想に変更は

ありません。
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（単位：千円）

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 16,468,059 20,429,539

受取手形及び売掛金 10,274,938 11,105,403

有価証券 98,055 104,658

商品及び製品 6,369,281 6,396,652

仕掛品 456,399 438,756

原材料及び貯蔵品 1,282,454 1,493,482

その他 558,988 476,724

貸倒引当金 △8,635 △7,604

流動資産合計 35,499,542 40,437,613

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,701,029 10,182,129

機械装置及び運搬具（純額） 10,609,162 8,637,920

土地 6,890,096 6,885,076

建設仮勘定 307,871 464,802

その他（純額） 382,991 338,799

有形固定資産合計 28,891,152 26,508,728

無形固定資産 2,423,654 2,242,730

投資その他の資産

投資有価証券 852,765 1,012,725

長期前払費用 40,049 225,954

繰延税金資産 1,299,544 1,213,124

退職給付に係る資産 41,634 21,266

その他 178,396 173,002

貸倒引当金 △4,000 △0

投資その他の資産合計 2,408,389 2,646,074

固定資産合計 33,723,196 31,397,533

資産合計 69,222,738 71,835,147

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

- 4 -

扶桑化学工業株式会社（4368）2021年3月期　第3四半期決算短信



（単位：千円）

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

支払手形及び買掛金 2,083,944 1,707,986

未払金 2,883,888 2,193,504

未払法人税等 940,857 897,090

賞与引当金 545,961 329,701

役員賞与引当金 83,440 77,245

修繕引当金 280,551 205,540

その他 277,924 890,601

流動負債合計 7,096,567 6,301,670

固定負債

繰延税金負債 121,458 118,980

退職給付に係る負債 1,601,092 1,555,920

長期設備関係未払金 － 200,645

資産除去債務 8,289 8,289

その他 106,050 110,227

固定負債合計 1,836,891 1,994,063

負債合計 8,933,458 8,295,733

純資産の部

株主資本

資本金 4,334,047 4,334,047

資本剰余金 4,820,722 4,820,722

利益剰余金 49,950,515 53,135,098

自己株式 △4,694 △4,771

株主資本合計 59,100,590 62,285,097

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 333,382 404,915

繰延ヘッジ損益 1,889 △4,185

為替換算調整勘定 853,416 853,585

その他の包括利益累計額合計 1,188,688 1,254,315

純資産合計 60,289,279 63,539,413

負債純資産合計 69,222,738 71,835,147
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（単位：千円）

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 31,264,483 31,181,193

売上原価 19,384,205 18,993,815

売上総利益 11,880,278 12,187,377

販売費及び一般管理費 4,947,057 4,995,611

営業利益 6,933,221 7,191,766

営業外収益

受取利息 57,169 17,836

受取配当金 24,906 25,245

受取手数料 7,320 7,407

為替差益 1,193 －

その他 27,984 22,442

営業外収益合計 118,574 72,931

営業外費用

貸倒引当金繰入額 70 3

為替差損 － 329,493

その他 3,942 9,322

営業外費用合計 4,012 338,819

経常利益 7,047,783 6,925,878

特別利益

固定資産売却益 39 92

受取保険金 44,711 467

補助金収入 13,637 3,297

特別利益合計 58,388 3,857

特別損失

固定資産売却損 － 3

固定資産除却損 113,632 29,307

投資有価証券評価損 － 439

特別損失合計 113,632 29,749

税金等調整前四半期純利益 6,992,539 6,899,985

法人税、住民税及び事業税 2,043,144 2,020,671

法人税等調整額 47,386 61,563

法人税等合計 2,090,531 2,082,235

四半期純利益 4,902,008 4,817,750

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,902,008 4,817,750

（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）
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（単位：千円）

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 4,902,008 4,817,750

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 32,534 71,533

繰延ヘッジ損益 3,178 △6,075

為替換算調整勘定 △214,348 168

その他の包括利益合計 △178,635 65,627

四半期包括利益 4,723,372 4,883,377

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,723,372 4,883,377

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第3四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

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)

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 6,992,539 6,899,985

減価償却費 3,178,649 3,740,226

貸倒引当金の増減額（△は減少） 102 △691

賞与引当金の増減額（△は減少） △164,816 △217,608

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12,612 △6,195

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △10,145 △24,860

修繕引当金の増減額（△は減少） △42,485 △75,010

受取利息及び受取配当金 △82,075 △43,081

為替差損益（△は益） 12,244 279,984

固定資産売却損益（△は益） △39 △89

固定資産除却損 113,632 29,307

投資有価証券評価損 － 439

受取保険金 △44,711 △467

補助金収入 △13,637 △3,297

売上債権の増減額（△は増加） △668,766 △834,620

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,314 △197,535

仕入債務の増減額（△は減少） 76,848 △377,617

未払金の増減額（△は減少） △280,421 76,381

その他 563,820 521,554

小計 9,592,035 9,766,804

利息及び配当金の受取額 78,506 49,545

保険金の受取額 44,711 467

補助金の受取額 13,637 3,297

法人税等の支払額 △2,290,981 △2,010,553

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,437,909 7,809,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △400,535 △770,587

定期預金の払戻による収入 642,610 636,944

有価証券の取得による支出 △336,006 △214,342

有価証券の売却による収入 307,050 202,670

有形固定資産の取得による支出 △2,004,828 △1,574,091

有形固定資産の売却による収入 588 109

無形固定資産の取得による支出 △402,459 △298,336

投資有価証券の取得による支出 △7,235 △57,658

長期貸付金の回収による収入 51 59

その他 △19,268 △4,866

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,220,033 △2,080,096

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：千円）

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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △84 △76

配当金の支払額 △1,631,062 △1,630,617

リース債務の返済による支出 △6,183 △4,236

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,637,330 △1,634,930

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50,686 △282,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,529,858 3,812,352

現金及び現金同等物の期首残高 10,223,662 16,083,028

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,753,521 19,895,380
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（4）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）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む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しています。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

ライフサイエ
ンス事業

電子材料およ
び機能性化学

品事業
計

売上高

外部顧客への売上高 18,504,165 12,760,318 31,264,483 － 31,264,483

セグメント間の内部売上高又
は振替高 － － － － －

計 18,504,165 12,760,318 31,264,483 － 31,264,483

セグメント利益 3,560,966 4,303,950 7,864,916 △931,695 6,933,221

減価償却費 445,108 2,720,866 3,165,974 12,674 3,178,649

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

ライフサイエ
ンス事業

電子材料およ
び機能性化学

品事業
計

売上高

外部顧客への売上高 17,151,409 14,029,783 31,181,193 － 31,181,193

セグメント間の内部売上高又
は振替高 － 222 222 △222 －

計 17,151,409 14,030,006 31,181,415 △222 31,181,193

セグメント利益 2,466,233 5,696,143 8,162,376 △970,610 7,191,766

減価償却費 1,232,892 2,486,965 3,719,858 20,368 3,740,226

（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

（注）1．セグメント利益の調整額は、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る費用

△931,695千円です。

2．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います。

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

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

（注）1．セグメント利益の調整額は、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る費用

△970,610千円、その他0千円です。

2．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います。

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

該当事項はありません。
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