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1. 2021年5月期第3四半期の連結業績（2020年6月1日～2021年2月28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5月期第3四半期 14,102 3.9 2,102 64.5 2,103 61.0 1,472 54.6

2020年5月期第3四半期 13,567 4.5 1,277 58.6 1,306 55.8 952 59.3

（注）包括利益 2021年5月期第3四半期　　1,596百万円 （73.7％） 2020年5月期第3四半期　　919百万円 （81.7％）

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5月期第3四半期 249.49 ―

2020年5月期第3四半期 161.37 ―

(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5月期第3四半期 21,267 12,003 56.4

2020年5月期 17,777 10,559 59.4

（参考）自己資本 2021年5月期第3四半期 12,003百万円 2020年5月期 10,559百万円

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5月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00

2021年5月期 ― 13.00 ―

2021年5月期（予想） 13.00 26.00

（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 5月期の連結業績予想（2020年 6月 1日～2021年 5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 18,300 3.3 1,900 17.4 1,930 22.8 1,300 22.8 220.21

（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

(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

（注）詳細は、添付資料「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項」

をご覧ください。

(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5月期3Q 5,943,052 株 2020年5月期 5,943,052 株

② 期末自己株式数 2021年5月期3Q 39,486 株 2020年5月期 39,486 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年5月期3Q 5,903,566 株 2020年5月期3Q 5,903,621 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

注意事項については、添付資料「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拡大の影響により経済活動が制限

されるなか、経済対策として「Go Toキャンペーン」などが行われましたが、2021年１月には一部地域で緊急事態宣

言が再発出されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

また、当社グループと関係が深い外食産業におきましては、臨時休業や営業時間短縮等によって来店客数が減少す

るなど、大変厳しい環境となりました。

このように新型コロナウイルス感染症が広がるなかで、引き続き感染予防に組織的に取り組みつつ、売上の確保に

努めてまいりました。当社グループの主要顧客である飲食店や宿泊施設向けの洗剤洗浄剤及び固形燃料等において

は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による売上減少が続いておりますが、アルコール製剤の販売は一定の伸

びで推移しました。

これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は、141億２百万円（前年同四半期比 3.9％増）となりました。

利益につきましては、売上増加に加え、一定の伸びで推移したアルコール製剤において、引き続き高付加価値の手

指用消毒液の出荷が多かったことが好影響を与えました。また、引き続き経費削減の効果も加わり、営業利益は、21

億２百万円（同 64.5％増）、経常利益は、21億３百万円（同 61.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、

14億７千２百万円（同 54.6％増）となりました。

当社グループは、業務用の化成品事業を行っており、単一セグメントであるため、セグメント別の情報はありませ

ん。当社グループ製造品及び仕入商品等の売上高は、次のとおりであります。

＜当社グループ製造品＞（業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤・漂白剤・固形燃料等）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、感染予防に役立つ製品が一定の伸びで推移しました。また、手指消

毒用アルコール製剤を中心に、従来の主要顧客にとどまらず新規顧客開拓も進めたことにより、既存市場以外への導

入も進みました。一方で、洗剤洗浄剤及び固形燃料等は、飲食店や宿泊施設の集客減少の影響を受け、売上が減少し

ました。なお、中国子会社については、引き続き、売上が回復傾向にあり、当社グループの売上高に一定の貢献を果

たしました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループ製造品売上高は、115億３百万円（前年同四半期比 9.5％

増）となりました。

＜仕入商品等＞

当第３四半期連結累計期間の売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響による需要の減少があり、25億９千９百

万円（前年同四半期比 15.1％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

資産は前連結会計年度末と比較して34億８千９百万円増加し、212億６千７百万円となりました。主には、「現

金及び預金」が29億９千６百万円、有形固定資産「その他（純額）」が２億２千３百万円、投資その他の資産「そ

の他」が３億３千万円それぞれ増加しました。

（負債）

負債は前連結会計年度末と比較して20億４千６百万円増加し、92億６千４百万円となりました。主には、「短期

借入金」が３億２千９百万円、「長期借入金」が17億２千５百万円それぞれ増加しました。

（純資産）

純資産は前連結会計年度末と比較して14億４千３百万円増加し、120億３百万円となりました。主には、親会社

株主に帰属する四半期純利益14億７千２百万円による増加と、配当金の支払１億５千３百万円によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、2020年12月24日公表の通期の業績予想から変更は行っておりません。

当第３四半期連結累計期間においては、アルコール製剤の販売が引き続き一定の伸びで推移しており、利益を押し

上げる結果となっております。しかしながら、2021年１月に一部地域で緊急事態宣言が再発出されるなど、新型コロ

ナウイルス感染症拡大による経済への影響がいまだ不透明な状態である現時点においては、その影響を合理的に見積

もり算出することが困難であるため、通期の業績予想を据え置いております。今後、修正の必要が生じた場合には、

速やかに開示いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,294,148 5,290,941

受取手形及び売掛金 3,939,743 4,033,699

商品及び製品 996,013 971,698

仕掛品 30,308 28,951

原材料及び貯蔵品 496,311 587,836

その他 155,528 150,448

貸倒引当金 △4,325 △4,325

流動資産合計 7,907,727 11,059,251

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,535,718 3,397,528

土地 3,136,945 3,130,935

その他（純額） 1,306,082 1,529,272

有形固定資産合計 7,978,746 8,057,735

無形固定資産

のれん 2,277 569

その他 650,216 596,575

無形固定資産合計 652,493 597,145

投資その他の資産

その他 1,337,998 1,668,647

貸倒引当金 △99,413 △115,566

投資その他の資産合計 1,238,585 1,553,081

固定資産合計 9,869,825 10,207,963

資産合計 17,777,553 21,267,214

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 741,243 722,796

電子記録債務 1,678,032 1,734,578

短期借入金 299,008 628,968

未払法人税等 390,994 411,759

その他 979,729 1,048,714

流動負債合計 4,089,009 4,546,816

固定負債

長期借入金 1,491,930 3,217,390

退職給付に係る負債 1,338,473 1,348,602

その他 298,204 151,362

固定負債合計 3,128,608 4,717,354

負債合計 7,217,617 9,264,171

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５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 585,199 585,199

資本剰余金 595,337 595,337

利益剰余金 9,469,521 10,788,933

自己株式 △50,953 △50,953

株主資本合計 10,599,104 11,918,517

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 34,366 74,744

為替換算調整勘定 △73,535 9,781

その他の包括利益累計額合計 △39,168 84,526

純資産合計 10,559,936 12,003,043

負債純資産合計 17,777,553 21,267,214
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年６月１日
　至　2020年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年６月１日

　至　2021年２月28日)

売上高 13,567,341 14,102,785

売上原価 7,885,802 7,756,015

売上総利益 5,681,538 6,346,769

販売費及び一般管理費 4,403,591 4,244,208

営業利益 1,277,947 2,102,561

営業外収益

受取利息 7,164 8,699

受取配当金 8,789 7,577

受取賃貸料 28,595 31,876

為替差益 1,348 -

その他 13,765 17,255

営業外収益合計 59,664 65,409

営業外費用

支払利息 7,239 9,448

賃貸収入原価 15,760 18,617

売電原価 4,639 4,572

為替差損 - 11,106

貸倒引当金繰入額 - 20,791

その他 3,608 0

営業外費用合計 31,248 64,536

経常利益 1,306,363 2,103,433

特別利益

受取保険金 2,224 1,788

保険解約返戻金 50,509 -

特別利益合計 52,734 1,788

特別損失

投資有価証券売却損 - 3,412

固定資産除売却損 543 569

特別損失合計 543 3,982

税金等調整前四半期純利益 1,358,555 2,101,239

法人税等 405,911 628,334

四半期純利益 952,643 1,472,904

親会社株主に帰属する四半期純利益 952,643 1,472,904

（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６月１日
　至　2020年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年６月１日

　至　2021年２月28日)

四半期純利益 952,643 1,472,904

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,287 40,378

為替換算調整勘定 △24,970 83,316

その他の包括利益合計 △33,258 123,694

四半期包括利益 919,384 1,596,599

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 919,384 1,596,599

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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（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）

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おります。
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