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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第３四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年９月30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12月期第３四半期 34,527 8.5 696 △9.8 905 △8.4 643 △5.2

2020年12月期第３四半期 31,817 △4.2 771 △9.0 988 △6.3 679 △37.3
(注) 包括利益 2021年12月期第３四半期 1,638百万円( ―％) 2020年12月期第３四半期 △59百万円( ―％)
　

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12月期第３四半期 63.00 ―
2020年12月期第３四半期 66.41 ―

　

　

（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12月期第３四半期 50,544 25,425 50.2

2020年12月期 49,186 24,221 49.2
(参考) 自己資本 2021年12月期第３四半期 25,396百万円 2020年12月期 24,196百万円

　　　

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12月期 ― ― ― 40.00 40.00

2021年12月期 ― ― ―

2021年12月期(予想) 40.00 40.00
(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12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12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 47,000 9.1 760 △32.5 970 △33.0 720 △29.3 70.45
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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
　

　

（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12月期３Ｑ 10,306,895株 2020年12月期 10,306,895株

② 期末自己株式数 2021年12月期３Ｑ 101,204株 2020年12月期 81,953株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期３Ｑ 10,220,629株 2020年12月期３Ｑ 10,224,958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等については、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（2021年１月１日～2021年９月30日）における我が国経済は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響が継続するなか、企業収益については持ち直しの動きが見られるもの

の、緊急事態宣言の再発出やまん延防止等重点措置の適用により経済活動が制限されるなど、先

行き不透明な状況で推移いたしました。

当油脂加工業界におきましては、新型コロナウイルス感染症まん延防止に伴う外出自粛要請の影

響による巣ごもり需要で、食料品や衛生用品等の需要は堅調に推移しましたが、依然として外食

産業関連の需要は回復せず、さらに、原材料価格の高騰の影響を受けるなど、厳しい経営環境の

もとで推移いたしました。

このような状況のなか当社グループは、製品の機能性向上への取り組みや、SDGsに寄与した新

製品の上市を行うなど、多種多様な消費者のニーズに対応した製品開発に注力する一方、オンラ

インツールを活用した販売活動を展開し、新規市場や新規用途の開拓を推進しました。

この結果、売上高は34,527百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益は696百万円（前年同期比

9.8％減）、経常利益は905百万円（前年同期比8.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

643百万円（前年同期比5.2％減）となりました。

セグメントの業績は以下のとおりであります。

① 食品事業

食品事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、外食産業および土産

菓子業界の需要の低迷が続く一方、巣ごもり需要による消費が下支えとなり、主力製品であるマ

ーガリン・ショートニングは堅調に推移しました。一方、利益面では、高騰が続く油脂原料価格

に対応するため、販売価格の改定を推し進め利益の確保に努めるとともに、新規市場であるプラ

ントベース食品市場に向けた製品、またSDGs貢献への観点からフードロスの削減につながる製品

等の拡販に注力いたしました。

その結果、売上高は22,953百万円（前年同期比7.0％増）、営業利益は207百万円（前年同期は

営業損失5百万円）となりました。

② 油化事業

工業用油脂製品につきましては、経済活動の回復が進む中国やインド、欧米各国への輸出に主

導された、家電、自動車、化粧品等の需要が回復したため、脂肪酸およびグリセリンの販売が堅

調に推移しました。

界面活性剤製品につきましては、高機能シャンプーやクレンジング製品向けの原料基剤が好調

に推移する一方、紙・パルプ分野の家庭紙用薬剤は、コロナ禍でマスク着用が常態化したことに

より需要が伸び悩みました。環境関連分野の飛灰用重金属処理剤は、事業系ごみの減少により低

調に推移しました。

その結果、売上高は11,073百万円（前年同期比8.1％増）、営業利益は449百万円（前年同期比

39.1％減）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総資産は、前連結会計年度末に比べ1,357百万円増の50,544百万

円となりました。主な増加は現金及び預金1,396百万円、投資有価証券483百万円、電子記録債権

269百万円、建物及び構築物（純額）230百万円であり、主な減少は受取手形及び売掛金555百万

円、有形固定資産のその他（純額）492百万円であります。

負債は、前連結会計年度末に比べ153百万円増の25,118百万円となりました。主な増加は支払手

形及び買掛金1,000百万円、固定負債のその他293百万円、主な減少は借入金542百万円、電子記録

債務324百万円、流動負債のその他195百万円であります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ1,204百万円増の25,425百万円となりました。主な増加はそ

の他有価証券評価差額金959百万円、利益剰余金232百万円であります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末の49.2％から50.2

％に増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間における実績及び最近の業績動向等を

踏まえ、2021年２月12日に公表いたしました通期連結業績予想を修正しております。

詳細につきましては、本日（2021年11月４日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。
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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：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,859 6,255

受取手形及び売掛金 10,928 10,373

電子記録債権 1,497 1,767

商品及び製品 2,302 2,349

仕掛品 553 697

原材料及び貯蔵品 2,210 2,118

その他 280 233

貸倒引当金 △107 △139

流動資産合計 22,525 23,655

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,088 4,319

機械装置及び運搬具（純額） 4,813 4,689

土地 5,456 5,456

その他（純額） 1,284 791

有形固定資産合計 15,642 15,256

無形固定資産

その他 344 385

無形固定資産合計 344 385

投資その他の資産

投資有価証券 8,236 8,719

退職給付に係る資産 2,250 2,321

その他 209 225

貸倒引当金 △22 △20

投資その他の資産合計 10,674 11,247

固定資産合計 26,660 26,888

資産合計 49,186 50,544
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,909 8,909

電子記録債務 883 559

短期借入金 3,925 3,925

1年内返済予定の長期借入金 721 720

未払法人税等 110 123

その他の引当金 14 5

その他 2,297 2,101

流動負債合計 15,861 16,344

固定負債

長期借入金 5,119 4,577

退職給付に係る負債 2,441 2,411

役員退職慰労引当金 62 21

役員株式給付引当金 49 38

その他 1,431 1,725

固定負債合計 9,104 8,774

負債合計 24,965 25,118

純資産の部

株主資本

資本金 9,015 9,015

資本剰余金 5,492 5,492

利益剰余金 7,599 7,831

自己株式 △125 △147

株主資本合計 21,981 22,191

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,047 3,006

退職給付に係る調整累計額 166 198

その他の包括利益累計額合計 2,214 3,205

非支配株主持分 24 28

純資産合計 24,221 25,425

負債純資産合計 49,186 50,544
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 31,817 34,527

売上原価 26,375 29,041

売上総利益 5,441 5,486

販売費及び一般管理費 4,670 4,790

営業利益 771 696

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 186 200

持分法による投資利益 55 43

その他 71 105

営業外収益合計 315 350

営業外費用

支払利息 80 72

支払補償費 - 37

その他 18 31

営業外費用合計 98 140

経常利益 988 905

特別利益

投資有価証券売却益 - 29

特別利益合計 - 29

特別損失

有形固定資産除却損 56 40

特別損失合計 56 40

税金等調整前四半期純利益 931 893

法人税、住民税及び事業税 160 213

法人税等調整額 90 32

法人税等合計 250 246

四半期純利益 681 647

非支配株主に帰属する四半期純利益 2 3

親会社株主に帰属する四半期純利益 679 643
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 681 647

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △718 959

退職給付に係る調整額 △22 31

その他の包括利益合計 △741 991

四半期包括利益 △59 1,638

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △61 1,634

非支配株主に係る四半期包括利益 2 3
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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。

（セグメント情報等）

　Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)

　 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

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額食品事業 油化事業 計

売上高

外部顧客への売上高 21,454 10,243 31,697 119 31,817 ― 31,817

セグメント間の内部売上高
又は振替高

91 35 126 107 234 △234 ―

計 21,545 10,278 31,824 226 32,051 △234 31,817

セグメント利益
又はセグメント損失（△）

△5 738 732 38 771 ― 771

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸、原料油脂等を

含んでおります。

２ セグメント利益又はセグメント損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)

　 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

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額食品事業 油化事業 計

売上高

外部顧客への売上高 22,953 11,073 34,026 500 34,527 ― 34,527

セグメント間の内部売上高
又は振替高

118 48 167 107 274 △274 ―

計 23,072 11,121 34,193 608 34,802 △274 34,527

セグメント利益 207 449 657 38 696 ― 696

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸、原料油脂等を

含んでおります。

２ セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


