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（百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期 14,984 19.5 1,503 54.9 1,632 66.0 1,063 71.6

2020年12月期第２四半期 12,544 △7.3 970 △21.0 983 △22.2 619 △31.2

（注）包括利益 2021年12月期第２四半期 1,801百万円（205.3％） 2020年12月期第２四半期 590百万円（△31.1％）

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12月期第２四半期 35.09 －

2020年12月期第２四半期 20.45 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第２四半期 38,969 30,010 72.3

2020年12月期 37,069 28,451 72.4

（参考）自己資本 2021年12月期第２四半期 28,161百万円 2020年12月期 26,840百万円

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12月期 － 8.00 － 8.00 16.00

2021年12月期 － 8.00

2021年12月期（予想） － 8.00 16.00

（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 31,020 19.1 2,940 12.5 3,100 16.2 1,950 15.7 64.31

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）



（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： 無

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12月期２Ｑ 30,743,604株 2020年12月期 30,743,604株

②  期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 422,275株 2020年12月期 422,275株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 30,321,329株 2020年12月期２Ｑ 30,321,350株

※  注記事項

（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

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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「（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

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び当社の関係会

社）が判断したものであります。

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、製造業等の一部の業種では持ち直しが見られたものの、新型

コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の再発令により、経済活動が制限されるとともに個人消費が低迷するな

ど、景気は非常に厳しい状況で推移いたしました。また、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の収束が依然

として見通せない状況下で、世界経済に対する悪影響の長期化が懸念されるなど、極めて先行きが不透明な状況と

なりました。

　当社グループの主要販売先におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により製紙業界・印刷インキ

業界の需要が、前年から持ち直しがみられたものの2019年度の水準を下回るなど、依然として厳しい経営環境とな

りました。

　当社グループは、高品質化・生産性の向上や環境保護・省資源等、販売先業界の経営戦略に対応した差別化商品

を市場に投入し売上増加に努めた結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は14,984百万円（前年同期比19.5％

増）となりました。

利益面では、売上高が増加したことなどにより、営業利益は1,503百万円（前年同期比54.9％増）、経常利益は

1,632百万円（前年同期比66.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,063百万円（前年同期比71.6％増）

となりました。

　セグメント別の経営成績は次の通りであります。

・製紙用薬品事業

　製紙業界におきましては、当第２四半期連結累計期間の紙・板紙の国内生産は1,190万トンと前年同期比3.5％

の増加でありました。当社グループは、国内市場、中国市場へ差別化商品の売上増加に努め、日本国内、中国と

もに売上高が増加した結果、当事業の売上高は、8,419百万円（前年同期比15.4％増）となりました。

利益面では、売上高が増加したことなどにより、セグメント利益は702百万円（前年同期比32.3％増）となり

ました。

・樹脂事業

　印刷インキ業界におきましては、当第２四半期連結累計期間の印刷インキの国内生産は13万8千トンと前年同

期比0.6％の減少でありました。当社グループにおいては、粘着剤の売上高が順調に増加し、印刷インキ用樹

脂・記録材料用樹脂などの売上高も前年を上回った結果、当事業の売上高は、3,980百万円（前年同期比27.0％

増）となりました。

　利益面では、売上高が増加したことなどにより、セグメント利益は430百万円（前年同期比49.7％増）となり

ました。

・化成品事業

　化成品事業の売上高は、主力製品の輸出売上の増加などにより2,584百万円（前年同期比22.3％増）となりま

した。

　利益面では、売上高が増加したことなどにより、セグメント利益は670百万円（前年同期比91.2％増）となり

ました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末における当社グループの財政状態は以下の通りとなりました。

（流動資産）

　現金及び預金の増加、原材料及び貯蔵品の増加、受取手形及び売掛金の減少、及び短期貸付金の減少などによ

り流動資産は21,370百万円（前連結会計年度末比188百万円増）となりました。

（固定資産）

　有形固定資産の増加、及び退職給付に係る資産の増加などにより固定資産は17,599百万円（前連結会計年度末

比1,711百万円増）となりました。

（流動負債）

　未払法人税等の増加、賞与引当金の増加などにより流動負債は8,086百万円（前連結会計年度末比254百万円

増）となりました。

（固定負債）

　その他の固定負債の増加などにより固定負債は872百万円（前連結会計年度末比86百万円増）となりました。
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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

前回発表予想（Ａ） 28,640 2,800 2,860 1,790 59 03

今回修正予想（Ｂ） 31,020 2,940 3,100 1,950 64 31

増減額（Ｂ－Ａ） 2,380 140 240 160

増減率（％） 8.3 5.0 8.4 8.9

（ご参考）前期実績

（2020年12月期）
26,046 2,612 2,667 1,685 55 59

（純資産）

　親会社株主に帰属する四半期純利益の計上、為替換算調整勘定の増加、剰余金の配当などにより純資産は

30,010百万円（前連結会計年度末比1,558百万円増）となりました。その結果、当第２四半期連結会計期間末に

おける自己資本比率は72.3％となりました。また、有利子負債残高1,440百万円を自己資本で除した倍率（Ｄ／

Ｅレシオ）は0.05倍となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　経営成績に関する説明に記載いたしました通り、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、国内外で売上高が増

加したことなどにより前年同期比で増収増益となりました。第３四半期以降につきましては、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響や原料価格の値上がりに不透明感はありますが、当第２四半期連結累計期間の経営成績が当初の

想定を上回ったことから、2021年２月12日に公表いたしました2021年12月期（2021年１月１日～2021年12月31日）

の通期の連結業績予想を下記の通り修正いたします。

　なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであり、実際の業績等は様々な要因に

よって予想数値と異なる可能性があります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,985,835 3,721,753

受取手形及び売掛金 9,597,896 9,176,872

電子記録債権 1,303,198 1,208,211

商品及び製品 2,343,287 2,377,356

仕掛品 353,204 404,079

原材料及び貯蔵品 1,160,984 1,373,716

短期貸付金 3,089,018 2,685,884

その他 364,167 440,302

貸倒引当金 △15,345 △17,917

流動資産合計 21,182,247 21,370,258

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,315,702 3,364,539

機械装置及び運搬具（純額） 2,498,998 3,311,692

土地 6,684,998 6,853,759

その他（純額） 1,817,169 2,279,592

有形固定資産合計 14,316,869 15,809,584

無形固定資産 60,212 52,638

投資その他の資産

投資有価証券 887,552 924,999

退職給付に係る資産 13,326 173,817

その他 640,403 669,395

貸倒引当金 △30,977 △31,236

投資その他の資産合計 1,510,304 1,736,975

固定資産合計 15,887,386 17,599,198

資産合計 37,069,633 38,969,457

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12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,965,748 3,989,306

短期借入金 730,000 730,000

1年内返済予定の長期借入金 73,238 78,810

未払法人税等 347,299 450,816

賞与引当金 655,247 752,949

その他の引当金 － 34,700

その他 2,060,131 2,049,573

流動負債合計 7,831,664 8,086,157

固定負債

長期借入金 623,885 631,949

役員退職慰労引当金 7,800 7,800

資産除去債務 86,708 86,962

その他 67,727 145,833

固定負債合計 786,121 872,545

負債合計 8,617,785 8,958,702

純資産の部

株主資本

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 1,576,265 1,576,265

利益剰余金 23,676,819 24,498,234

自己株式 △105,298 △105,298

株主資本合計 27,147,786 27,969,201

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 261,345 293,909

繰延ヘッジ損益 △178 1,574

為替換算調整勘定 50,305 439,728

退職給付に係る調整累計額 △619,036 △542,847

その他の包括利益累計額合計 △307,565 192,365

非支配株主持分 1,611,626 1,849,187

純資産合計 28,451,848 30,010,754

負債純資産合計 37,069,633 38,969,457
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 12,544,171 14,984,743

売上原価 9,144,165 10,680,406

売上総利益 3,400,005 4,304,336

販売費及び一般管理費 2,429,235 2,801,057

営業利益 970,769 1,503,279

営業外収益

受取利息 15,687 8,671

受取配当金 12,092 12,436

仕入割引 7,354 6,472

補助金収入 － 24,312

為替差益 － 58,002

その他 34,205 27,477

営業外収益合計 69,339 137,372

営業外費用

支払利息 5,737 4,501

売上割引 2,538 2,258

為替差損 41,211 －

その他 7,274 1,442

営業外費用合計 56,761 8,201

経常利益 983,348 1,632,449

特別利益

固定資産売却益 － 2,734

特別利益合計 － 2,734

特別損失

固定資産売却損 380 －

固定資産除却損 5,634 6,289

投資有価証券評価損 7,866 －

減損損失 10,326 －

特別損失合計 24,208 6,289

税金等調整前四半期純利益 959,140 1,628,895

法人税、住民税及び事業税 214,311 430,803

法人税等調整額 46,864 22,651

法人税等合計 261,175 453,455

四半期純利益 697,964 1,175,439

非支配株主に帰属する四半期純利益 78,029 111,453

親会社株主に帰属する四半期純利益 619,934 1,063,985

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益 697,964 1,175,439

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △95,464 32,564

繰延ヘッジ損益 101 1,753

為替換算調整勘定 △61,224 515,530

退職給付に係る調整額 48,686 76,189

その他の包括利益合計 △107,901 626,037

四半期包括利益 590,062 1,801,477

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 503,643 1,563,916

非支配株主に係る四半期包括利益 86,419 237,560

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30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 959,140 1,628,895

減価償却費 558,622 582,647

減損損失 10,326 －

投資有価証券評価損益（△は益） 7,866 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,687 1,899

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △104,687 －

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － △50,708

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,335 83,919

その他の引当金の増減額（△は減少） 39,400 34,700

未払役員賞与の増減額（△は減少） △61,900 △78,800

受取利息及び受取配当金 △27,779 △21,108

支払利息 5,737 4,501

為替差損益（△は益） 32,750 △84,032

固定資産売却損益（△は益） 380 △2,734

固定資産除却損 5,634 6,289

売上債権の増減額（△は増加） 3,099,970 644,961

たな卸資産の増減額（△は増加） △89,201 △252,290

仕入債務の増減額（△は減少） △977,345 △36,140

未収入金の増減額（△は増加） △4,837 25,562

その他 △454,818 △199,290

小計 3,028,282 2,288,272

利息及び配当金の受取額 27,169 21,353

利息の支払額 △5,763 △4,541

法人税等の支払額 △307,406 △339,218

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,742,281 1,965,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,067,900 △1,529,945

有形固定資産の売却による収入 343 6,108

投資有価証券の取得による支出 △3,069 △3,222

無形固定資産の取得による支出 △12,094 △1,040

定期預金の預入による支出 △187,487 －

定期預金の払戻による収入 191,859 －

会員権の売却による収入 5,064 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） 257,896 403,133

その他 △15,403 △4,683

投資活動によるキャッシュ・フロー △830,791 △1,129,648

（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２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △36,942 △38,211

配当金の支払額 △242,139 △242,579

その他 △3,070 △2,881

財務活動によるキャッシュ・フロー △282,151 △283,672

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58,032 183,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,571,305 735,917

現金及び現金同等物の期首残高 1,663,648 2,985,835

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,234,953 3,721,753
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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。

（単位：千円）

製紙用
薬品事業

樹脂事業 化成品事業 合計
調整額

(注)１. ２

四半期連結
損益計算書
計上額(注)３

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
7,295,299 3,135,577 2,113,294 12,544,171 － 12,544,171

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
26,908 220,906 5,578 253,393 △253,393 －

計 7,322,207 3,356,483 2,118,873 12,797,564 △253,393 12,544,171

セグメント利益 530,472 287,630 350,420 1,168,523 △197,753 970,769

（単位：千円）

製紙用薬品事業 樹脂事業 化成品事業 調整額 合計

減損損失 10,326 － － － 10,326

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６月30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．売上高の調整額△253,393千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益の調整額△197,753千円は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない研究開発費であります。

３．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おります。

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
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（単位：千円）

製紙用
薬品事業

樹脂事業 化成品事業 合計
調整額

(注)１. ２

四半期連結
損益計算書
計上額(注)３

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
8,419,215 3,980,713 2,584,813 14,984,743 － 14,984,743

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
37,779 407,552 18,957 464,289 △464,289 －

計 8,456,995 4,388,265 2,603,770 15,449,032 △464,289 14,984,743

セグメント利益 702,019 430,576 670,010 1,802,606 △299,327 1,503,279

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６月30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．売上高の調整額△464,289千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益の調整額△299,327千円は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない研究開発費及び事業企画費用であります。

３．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おります。

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。

（重要な後発事象）

当社は、2021年７月30日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを

決議致しました。

消却する株式の種類　　　普通株式

消却する株式数　　　　　422,321株

消却予定日　　　　　　　2021年８月20日
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