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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 29,708 11.6 1,788 19.6 1,739 13.2 1,066 10.9

2020年3月期第3四半期 26,628 9.7 1,495 52.0 1,537 51.8 961 55.3

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　1,005百万円 （△3.7％） 2020年3月期第3四半期　　1,044百万円 （61.3％）

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 152.32 ―

2020年3月期第3四半期 135.83 ―

(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 37,235 16,774 39.5

2020年3月期 41,895 15,997 33.1

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 14,705百万円 2020年3月期 13,856百万円

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 ― 12.50 ― 17.50 30.00

2021年3月期 ― 12.50 ―

2021年3月期（予想） 17.50 30.00

（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 41,000 2.9 2,000 △32.8 2,000 △28.2 1,320 △16.7 188.53

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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） 2021年3月期3Q 7,181,812 株 2020年3月期 7,181,812 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 180,624 株 2020年3月期 180,624 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 7,001,188 株 2020年3月期3Q 7,081,188 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、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。業績予想に関する事項につきましては、添付資料３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（2020年４月１日から2020年12月31日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止策を講じつつ、段階的に経済活動が再開されるなかで、個人消費、輸出および生産に持

ち直しの動きはみられたものの、企業収益の大幅な減少が続き、秋口以降は感染再拡大の兆候が現れるなど、先行

きは依然として不透明な状況で推移しました。

当社グループの属する防災業界におきましても、新型コロナウイルス感染症による業績への影響が懸念される状

況にはありますが、防災・減災を目的とした公共事業や都市部の大規模再開発等による需要拡大への期待感は尚、

継続しているように見受けられます。

このような経済状況のもと、当社グループは、引き続き自動火災報知設備から消火設備、消火器そして消防自動

車までを広くカバーする総合防災企業としての立ち位置を更に強化しつつ、製品ラインナップの拡充を図り積極的

な営業活動を推進してまいりました。また、各種防災設備の設計・施工、消火器及び消防自動車等の製造、そして

それらのメンテナンスを通じて、世の中に高度な安心・安全を提供し、より良質な社会インフラを構築するという

社会的使命を果たすべく、グループ一丸となって注力しております。

このような状況のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は29,708百万円（前年同期比3,080

百万円増加）となりました。利益につきましては、営業利益1,788百万円（同293百万円増加）、経常利益1,739百

万円（同202百万円増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益1,066百万円（同104百万円増加）となりました。

当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消火設備、消防自動車、自動火災報知設備

の製造・販売、防災関連用品の仕入・販売等、幅広く防災にかかわる事業を行っており、単一セグメントであるた

め、業績については営業種目別に記載しております。

営業種目別の業績は、次のとおりであります。

① 防災設備事業

　当第３四半期連結累計期間は、採算性の良い案件受注に努めてきた結果に加え、プラント施設の工事案件増加及

び消火設備用機器・製品の販売が増加したこと等により、売上高は17,880百万円（前年同期比3,410百万円増加）

となりました。売上総利益につきましては、4,067百万円（同922百万円増加）となりました。

② メンテナンス事業

　当第３四半期連結累計期間は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、顧客による改修・補修工事のスケ

ジュール見直し、あるいは設備点検の先送り等により、売上高は5,275百万円（同489百万円減少）となりました。

売上総利益につきましては、2,000百万円（同213百万円減少）となりました。

③ 商品事業

　当第３四半期連結累計期間は、小型工事案件の引き合いが好調だったこと等により、売上高は5,830百万円（同

54百万円増加）となりました。売上総利益につきましては、707百万円（同99百万円減少）となりました。

④ 車輌事業

　当第３四半期連結累計期間は、大型車輌及び特殊車輌の納入があったこと等により、売上高は721百万円（同104

百万円増加）となりました。売上総利益につきましては、98百万円（同70百万円増加）となりました。
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（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、37,235百万円（前連結会計年度末比4,659百万円減少）となりまし

た。

　流動資産は、22,452百万円（同4,311百万円減少）となりました。主な内容は、現金及び預金4,112百万円（同

461百万円増加）、受取手形、売掛金及び完成工事未収入金9,874百万円（同4,471百万円減少）、電子記録債権

2,139百万円（同781百万円減少）、商品及び製品1,927百万円（同111百万円減少）、未成工事支出金838百万円

（同629百万円増加）等であります。

　固定資産は、14,783百万円（同347百万円減少）となりました。主な内容は、有形固定資産8,649百万円（同194

百万円減少）、投資その他の資産4,843百万円（同13百万円増加）等であります。

　負債合計は、20,461百万円（同5,436百万円減少）となりました。

　流動負債は、14,950百万円（同4,747百万円減少）となりました。主な内容は、支払手形、買掛金及び工事未払

金5,083百万円（同1,758百万円減少）、電子記録債務2,228百万円（同286百万円増加）、短期借入金2,324百万円

（同3,849百万円減少）、未成工事受入金1,441百万円（同448百万円増加）等であります。

　固定負債は、5,510百万円（同689百万円減少）となりました。主な内容は、社債1,308百万円（同531百万円減

少）、長期借入金2,204百万円（同289百万円減少）、退職給付に係る負債1,030百万円（同１百万円増加）等であ

ります。

　純資産合計は、16,774百万円（同777百万円増加）となりました。主な内容は、配当金の支払210百万円及び親会

社株主に帰属する四半期純利益1,066百万円を計上したことによる利益剰余金が10,205百万円（同856百万円増

加）、為替換算調整勘定△14百万円(同10百万円減少)、非支配株主持分2,069百万円（同71百万円減少）等であり

ます。これらの結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は39.5％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の通期の連結業績予想につきましては、2020年８月７日の「2021年３月期 第１四半期決算短信」

で公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。

今後、業績予想値に修正が必要と判断された場合は速やかに公表いたします。
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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 3,650,528 4,112,097

受取手形、売掛金及び完成工事未収入金 14,345,921 9,874,689

電子記録債権 2,921,268 2,139,442

商品及び製品 2,038,439 1,927,308

仕掛品 1,529,219 1,578,712

原材料及び貯蔵品 1,766,958 1,691,798

未成工事支出金 208,917 838,174

その他 322,594 305,634

貸倒引当金 △19,931 △15,273

流動資産合計 26,763,913 22,452,585

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,336,636 5,438,923

減価償却累計額 △1,595,276 △1,721,849

建物及び構築物（純額） 3,741,359 3,717,073

その他 8,272,431 8,313,460

減価償却累計額 △3,169,476 △3,381,068

その他（純額） 5,102,955 4,932,392

有形固定資産合計 8,844,315 8,649,465

無形固定資産

のれん 1,354,069 1,213,694

その他 102,401 76,308

無形固定資産合計 1,456,470 1,290,003

投資その他の資産 4,830,489 4,843,862

固定資産合計 15,131,275 14,783,331

資産合計 41,895,188 37,235,917

負債の部

流動負債

支払手形、買掛金及び工事未払金 6,841,993 5,083,007

電子記録債務 1,942,720 2,228,992

短期借入金 6,174,543 2,324,872

1年内償還予定の社債 767,742 1,491,156

1年内返済予定の長期借入金 567,126 510,000

未払法人税等 607,987 92,818

未成工事受入金 992,233 1,441,100

賞与引当金 652,274 369,318

役員賞与引当金 19,134 10,468

完成工事補償引当金 72,071 73,318

修繕引当金 14,000 14,000

その他 1,046,585 1,311,724

流動負債合計 19,698,412 14,950,779

固定負債

社債 1,840,084 1,308,960

長期借入金 2,493,560 2,204,140

役員退職慰労引当金 153,447 155,821

修繕引当金 36,000 －

退職給付に係る負債 1,029,707 1,030,955

繰延税金負債 218,928 258,759

その他 427,745 551,820

固定負債合計 6,199,473 5,510,455

負債合計 25,897,886 20,461,235

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
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 700,549 700,549

資本剰余金 3,620,607 3,620,607

利益剰余金 9,349,514 10,205,892

自己株式 △256,859 △256,859

株主資本合計 13,413,812 14,270,190

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 407,410 421,611

為替換算調整勘定 △4,123 △14,264

退職給付に係る調整累計額 39,155 27,593

その他の包括利益累計額合計 442,441 434,940

非支配株主持分 2,141,047 2,069,550

純資産合計 15,997,301 16,774,681

負債純資産合計 41,895,188 37,235,917
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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 26,628,151 29,708,181

売上原価 20,432,766 22,832,914

売上総利益 6,195,384 6,875,267

販売費及び一般管理費 4,700,063 5,086,585

営業利益 1,495,321 1,788,681

営業外収益

受取利息 683 13,477

受取配当金 29,084 34,454

持分法による投資利益 4,313 1,074

為替差益 － 136,803

受取保険金 199 56,928

修繕引当金戻入額 － 23,570

助成金収入 6,000 －

その他 29,520 54,040

営業外収益合計 69,801 320,349

営業外費用

支払利息 11,362 125,198

社債発行費 － 15,676

為替差損 15,422 －

新株予約権評価差額 － 189,637

事務所移転費用 － 4,039

その他 1,291 34,519

営業外費用合計 28,076 369,070

経常利益 1,537,046 1,739,960

特別利益

固定資産売却益 356 173

特別利益合計 356 173

特別損失

固定資産除売却損 513 5,867

災害による損失 28,482 －

特別損失合計 28,996 5,867

税金等調整前四半期純利益 1,508,406 1,734,266

法人税、住民税及び事業税 423,673 514,620

法人税等調整額 122,907 120,613

法人税等合計 546,580 635,234

四半期純利益 961,825 1,099,031

非支配株主に帰属する四半期純利益 － 32,618

親会社株主に帰属する四半期純利益 961,825 1,066,413

（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）

- 6 -

日本ドライケミカル㈱ (1909) 2021年３月期 第３四半期決算短信



（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 961,825 1,099,031

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 107,720 14,201

為替換算調整勘定 △12,509 △95,804

退職給付に係る調整額 △12,409 △11,561

その他の包括利益合計 82,801 △93,163

四半期包括利益 1,044,627 1,005,867

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,044,627 1,058,912

非支配株主に係る四半期包括利益 － △53,044

（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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（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）

　該当事項はありません。
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