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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 15,214 △9.3 219 △29.7 275 △16.7 127 △26.1

2020年3月期第3四半期 16,765 6.3 312 54.4 330 47.7 173 52.9
(注) 包括利益 2021年3月期第3四半期 242百万円( 67.5％) 2020年3月期第3四半期 144百万円( －％)
　

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

2021年3月期第3四半期 10.22 －

2020年3月期第3四半期 13.84 －
　

　

（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 17,048 9,159 52.9

2020年3月期 16,517 9,067 54.3
(参考) 自己資本 2021年3月期第3四半期 9,023百万円 2020年3月期 8,971百万円
　

　

　

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 － 8.00 － 9.00 17.00

2021年3月期 － 7.00 －

2021年3月期(予想) 9.00 16.00
(注)1.直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　2.2020年3月期の第2四半期末配当金の内訳 ：記念配当 1円00銭

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 19,800 △8.4 294 △10.5 323 △6.3 148 △4.2 11.87
(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 ： 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 ： 有
　

　

（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 12,744,054株 2020年3月期 12,744,054株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Ｑ 234,895株 2020年3月期 234,895株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Ｑ 12,509,159株 2020年3月期3Ｑ 12,509,159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直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については、添付Ｐ２「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我が国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、外出自粛や個人

消費マインドの低下など、経済・社会活動が停滞したことで国内経済は急速に悪化しました。

第３四半期に入り徐々に、塗り替え需要を中心に回復傾向を見せていますが、新型コロナウイルス感染拡大の影

響が混在するなど、当社グループを取り巻く環境におきましても、依然として先行き不透明な状況が続いておりま

す。

このような状況の中、当社グループは、状況に応じて対策を講じながら、業績の向上に努めてまいりました。

当第３四半期連結累計期間においては、コミュニケーションツールとしてメールマガジンの配信を継続し、耐久

性に優れたフッ素樹脂塗料の認知度アップを図るべく「フッ素はキクスイ」、異常気象対策として省エネ効果が期

待できる断熱セラミック塗料「キクスイガイナ」、改修市場における汎用シリコンNo.１品質にグレードアップした

主力製品「水系ファインコートシリコン」、石綿含有建築用仕上塗材に対する環境配慮型剥離剤「キクスイＳＰリ

ムーバーエコ」など、環境への配慮や社会的な課題解決に向けた取り組みを意識し、継続して社会の役に立つ製品

群の普及・提案活動を図ってまいりました。

工事においては、戸建住宅の改修工事や、非住宅の防耐火や石綿含有建築用仕上塗材の除去などの特殊工事のご

依頼に対し、安全・品質・コンプライアンスの充実に努め、更に強固な施工管理体制の充実化に取り組みました。

それらの効果もあり、新型コロナウイルスの感染拡大による需要の落ち込みは依然続いてはいるものの、第３四

半期は上半期ほど大きな変動はなく、回復傾向がみられる状況となりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、連結売上高は152億14百万円と前年同四半期と比べて

15億50百万円の減収となりました。また、利益につきましては、連結営業利益は２億19百万円と前年同四半期と比

べ93百万円の減益、連結経常利益は２億75百万円と前年同四半期と比べ55百万円の減益、親会社株主に帰属する四

半期純利益は１億27百万円と前年同四半期と比べ45百万円の減益となりました。

　なお、当社グループは、製品販売・工事の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は170億48百万円(前連結会計年度末比５億31百万円増)となり

ました。

これは主として現金及び預金が３億75百万円、受取手形及び売掛金が１億78百万円、建物及び構築物（純額）

が１億38百万円増加したことによるものであります。

(負債)

当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は78億88百万円(前連結会計年度末比４億39百万円増)となり

ました。

これは主として、支払手形及び買掛金が３億97百万円、未払費用が61百万円、長期借入金が97百万円増加し、

社債が１億15百万円減少したことによるものであります。

(純資産)

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は91億59百万円(前連結会計年度末比92百万円増)となりま

した。

これは主としてその他有価証券評価差額金が１億27百万円増加したことによるものであります。

（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、2020年11月13日に発表いたしました業績予想と変更はありません。

尚、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手できる情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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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：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 3,251,485 3,626,918

受取手形及び売掛金 4,939,555 5,117,598

商品及び製品 785,939 736,541

仕掛品 210,526 295,390

原材料及び貯蔵品 371,074 394,729

その他 283,626 266,831

貸倒引当金 △22,632 △202

流動資産合計 9,819,576 10,437,808

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,959,925 2,098,409

機械装置及び運搬具（純額） 482,638 423,185

土地 1,255,537 1,255,537

リース資産（純額） 38,244 36,661

建設仮勘定 35,015 11,478

その他（純額） 35,818 50,614

有形固定資産合計 3,807,179 3,875,886

無形固定資産

のれん － 79,476

その他 345,309 295,027

無形固定資産合計 345,309 374,504

投資その他の資産

投資有価証券 1,927,701 2,026,266

繰延税金資産 213,864 155,513

長期預金 210,000 －

その他 181,004 190,505

貸倒引当金 △3,594 △19,731

投資その他の資産合計 2,528,976 2,352,554

固定資産合計 6,681,465 6,602,945

繰延資産 16,366 7,874

資産合計 16,517,408 17,048,628
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,859,469 3,257,432

短期借入金 1,250,000 1,250,000

1年内償還予定の社債 197,200 197,200

1年内返済予定の長期借入金 442,924 371,737

リース債務 62,368 65,118

未払費用 435,809 497,066

未払法人税等 50,918 98,084

賞与引当金 40,500 26,737

完成工事補償引当金 4,620 4,620

その他 212,554 298,148

流動負債合計 5,556,364 6,066,145

固定負債

社債 726,600 611,400

長期借入金 155,566 253,211

リース債務 136,098 98,410

役員退職慰労引当金 86,880 86,880

完成工事補償引当金 103,711 83,612

退職給付に係る負債 518,750 509,475

その他 165,594 179,539

固定負債合計 1,893,200 1,822,530

負債合計 7,449,565 7,888,675

純資産の部

株主資本

資本金 1,972,735 1,972,735

資本剰余金 1,670,795 1,670,795

利益剰余金 5,485,705 5,413,449

自己株式 △118,412 △118,412

株主資本合計 9,010,823 8,938,567

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 200,840 328,424

為替換算調整勘定 △240,921 △245,105

退職給付に係る調整累計額 1,129 1,483

その他の包括利益累計額合計 △38,950 84,802

非支配株主持分 95,969 136,582

純資産合計 9,067,842 9,159,952

負債純資産合計 16,517,408 17,048,628
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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：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 16,765,281 15,214,491

売上原価 12,912,340 11,604,787

売上総利益 3,852,940 3,609,703

販売費及び一般管理費 3,540,104 3,389,891

営業利益 312,835 219,812

営業外収益

受取利息 3,627 1,769

受取配当金 32,839 39,156

仕入割引 575 413

助成金収入 4,431 22,540

補助金収入 10,573 13,078

その他 19,726 25,520

営業外収益合計 71,773 102,478

営業外費用

支払利息 10,653 10,162

売上割引 6,810 5,902

為替差損 16,133 12,840

支払手数料 8,463 7,663

その他 12,148 10,464

営業外費用合計 54,209 47,032

経常利益 330,399 275,258

特別利益

投資有価証券売却益 － 50,435

その他 － 50

特別利益合計 － 50,485

特別損失

固定資産除却損 671 21,033

投資有価証券評価損 － 20,620

特別損失合計 671 41,653

税金等調整前四半期純利益 329,728 284,089

法人税等 159,926 164,979

四半期純利益 169,801 119,110

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △3,296 △8,780

親会社株主に帰属する四半期純利益 173,098 127,890
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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：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 169,801 119,110

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 29,750 127,584

為替換算調整勘定 △54,334 △4,996

退職給付に係る調整額 △673 353

その他の包括利益合計 △25,256 122,941

四半期包括利益 144,544 242,051

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 152,874 251,263

非支配株主に係る四半期包括利益 △8,329 △9,211
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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

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

項目
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）

税金費用の計算
　当連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当
該見積実効税率を乗じて計算しております。

（会計方針の変更）

　該当事項はありません

（会計上の見積りの変更）

　該当事項はありません

（セグメント情報等）

当社グループの事業セグメントは、「製品販売・工事」事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、

セグメント情報の記載を省略しております。

　


