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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第２四半期 13,561 3.2 476 △9.5 449 △2.8 313 △41.3

2019年３月期第２四半期 13,146 0.3 526 47.3 462 58.3 534 247.6

(注)包括利益 2020年３月期第２四半期 377百万円 (△27.2％) 2019年３月期第２四半期 518百万円 (133.0％)

　

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

2020年３月期第２四半期 20.95 20.78

2019年３月期第２四半期 35.76 35.43
　

（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 ％

2020年３月期第２四半期 21,565 12,002 53.8

2019年３月期 21,699 11,724 52.2

(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 11,600百万円 2019年３月期 11,325 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

2019年３月期 － 5.00 － 5.00 10.00

2020年３月期 － 5.00

2020年３月期(予想) － 5.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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 29,000 4.9 1,600 23.9 1,500 28.5 1,000 △2.0 66.95

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 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) 2020年３月期２Ｑ 15,167,000株 2019年３月期 15,167,000株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 187,425株 2019年３月期 231,425株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 14,960,340株 2019年３月期２Ｑ 14,935,705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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。
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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２四半期連結累計期間における当社グループ関連業界は、建築土木関連業界では貸家や分譲マンションを中

心に新設住宅着工戸数が減少し、民間・公共投資も前年同四半期に比べ減少傾向で推移いたしました。

工業関連業界では、自動車業界では国内自動車メーカーの国内外での生産台数が順調に推移したほか、ＥＶ化や

自動運転、コネクティビティなどの電子化が加速しております。また電機・電子部品関連業界では、長引く米中貿

易摩擦の影響などにより事業環境が悪化しております。

一般消費者関連業界では、雇用情勢の改善や個人消費の持ち直しがみられるものの、小売業では業態を超えた競

争が激しく、厳しい事業環境が続いております。

このような環境のもと当社グループは、引き続き業務の効率化に取り組むとともに、市場のニーズに対応した新

たな高付加価値製品の開発や、国内外の各市場における積極的な販売活動を行ってまいりました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は13,561百万円（前年同四半期比3.2％増）となりました。

利益面につきましては、売上構成の変化や経費の増加などにより、営業利益は476百万円（前年同四半期比9.5％

減）、経常利益は449百万円（前年同四半期比2.8％減）といずれも前年同四半期比で減益となりました。親会社株

主に帰属する四半期純利益につきましては、前年同四半期に不動産売却に伴う特別利益を計上していたこと、並び

に繰延税金資産の計上により税負担が減少していたこともあり、前年同四半期比41.3％減少の313百万円となりまし

た。

売上状況につきましては次のとおりであります。

なお、セグメントごとの業績につきましては、当社グループの事業は、報告セグメントが「接着剤及びシーリング

材事業」のみであるため、売上状況を内部管理上の区分である市場別に区分して記載しております。

① 建築土木関連市場

住宅向けやビル物件向けの外壁タイル用接着剤の売上が増加したほか、キッチンパネルなど住宅資材向けの接着

剤や内装用シーリング材の売上も増加したことなどから、売上高は6,211百万円（前年同四半期比1.9％増）となり

ました。

② 工業関連市場

国内外の自動車市場向け売上が増加したほか、第１四半期連結累計期間に低調であった電機・電子部品市場向け

売上もモバイルや車載用途などを中心に前年同四半期並みに回復したことなどから、売上高は4,942百万円（前年同

四半期比3.3％増）となりました。

③ 一般消費者関連市場

ホームセンターでの新規採用によりシーリング材の売上が増加したほか、前連結会計年度に市場投入した新製品

も売上増加に寄与したことなどから、売上高は2,343百万円（前年同四半期比6.2％増）となりました。

④ その他

その他の売上は不動産賃貸収入であります。賃貸収入は63百万円（前年同四半期比2.2％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度と比較し134百万円減少し、21,565百万円となり

ました。これは主に、受取手形及び売掛金、電子記録債権が合わせて572百万円減少したこと、現金及び預金が250

百万円増加したこと、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品が合わせて163百万円増加したことによるものであ

ります。

② 負債

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度と比較し411百万円減少し、9,563百万円となりま

した。これは主に、支払手形及び買掛金、電子記録債務が合わせて452百万円減少したこと、未払法人税等が98百万

円増加したこと、及び賞与引当金が61百万円増加したことによるものであります。

③ 純資産

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度と比較し277百万円増加し、12,002百万円となり

ました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上などにより、利益剰余金が238百万円増加したこと

によるものであります。
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　 (キャッシュ・フローの状況)

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較

し252百万円増加し、4,451百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により獲得した資金は578百万円(前年同四半期125百万円)となりました。主な増加要因は、売上債権

の増減額568百万円（前年同四半期53百万円）、税金等調整前四半期純利益447百万円(前年同四半期554百万円)、

減価償却費262百万円(前年同四半期267百万円)であり、主な減少要因は、仕入債務の増減額424百万円(前年同四

半期525百万円)、法人税等の支払額64百万円（前年同四半期210百万円）であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動に使用した資金は234百万円(前年同四半期98百万円)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の

取得による支出217百万円(前年同四半期185百万円）であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動に使用した資金は79百万円(前年同四半期126百万円)となりました。主な減少要因は、配当金支払額74

百万円（前年同四半期74百万円）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

2020年３月期の連結業績予想につきましては、2019年５月14日に発表いたしました通期連結業績予想を修正して

おりません。
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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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,321,318 4,571,782

受取手形及び売掛金 8,012,941 7,367,132

電子記録債権 753,609 827,152

商品及び製品 1,733,270 1,892,395

仕掛品 232,838 225,910

原材料及び貯蔵品 796,451 807,529

その他 228,897 206,682

貸倒引当金 △8,103 △7,898

流動資産合計 16,071,224 15,890,685

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,036,985 1,989,643

その他（純額） 2,005,074 2,063,044

有形固定資産合計 4,042,060 4,052,688

無形固定資産

のれん 70,627 64,436

その他 316,433 317,156

無形固定資産合計 387,061 381,593

投資その他の資産

投資有価証券 592,014 610,898

その他 555,565 586,627

貸倒引当金 △2,126 △2,126

投資その他の資産合計 1,145,452 1,195,399

固定資産合計 5,574,574 5,629,681

繰延資産 54,180 45,590

資産合計 21,699,978 21,565,957

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,118,150 5,607,406

電子記録債務 1,131,747 1,190,427

未払法人税等 35,629 134,616

賞与引当金 325,385 386,532

その他 913,773 861,284

流動負債合計 8,524,686 8,180,267

固定負債

退職給付に係る負債 1,022,350 961,297

その他 428,137 421,814

固定負債合計 1,450,488 1,383,111

負債合計 9,975,174 9,563,379
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,050,375 3,050,375

資本剰余金 2,581,581 2,588,157

利益剰余金 5,700,635 5,939,370

自己株式 △75,651 △61,267

株主資本合計 11,256,940 11,516,635

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 13,735 27,884

為替換算調整勘定 40,282 39,825

退職給付に係る調整累計額 14,845 16,382

その他の包括利益累計額合計 68,862 84,091

新株予約権 58,815 45,116

非支配株主持分 340,185 356,734

純資産合計 11,724,804 12,002,578

負債純資産合計 21,699,978 21,565,957
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 13,146,837 13,561,053

売上原価 9,607,526 9,920,184

売上総利益 3,539,310 3,640,869

販売費及び一般管理費 3,012,561 3,164,319

営業利益 526,748 476,550

営業外収益

受取利息 757 726

受取配当金 10,970 12,631

持分法による投資利益 － 2,775

その他 21,868 15,790

営業外収益合計 33,596 31,923

営業外費用

支払利息 1,011 108

売上割引 32,857 26,181

持分法による投資損失 36,620 －

為替差損 8,311 18,253

支払補償費 4,024 8,159

その他 14,533 5,859

営業外費用合計 97,358 58,562

経常利益 462,986 449,911

特別利益

固定資産売却益 95,361 －

特別利益合計 95,361 －

特別損失

固定資産除売却損 4,102 2,121

特別損失合計 4,102 2,121

税金等調整前四半期純利益 554,245 447,789

法人税等 1,639 85,749

四半期純利益 552,605 362,039

非支配株主に帰属する四半期純利益 18,577 48,627

親会社株主に帰属する四半期純利益 534,027 313,412
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 552,605 362,039

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,849 14,149

為替換算調整勘定 △33,222 △2,440

退職給付に係る調整額 △1,783 1,536

持分法適用会社に対する持分相当額 2,619 1,887

その他の包括利益合計 △34,236 15,132

四半期包括利益 518,369 377,172

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 513,856 328,641

非支配株主に係る四半期包括利益 4,512 48,531
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９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 554,245 447,789

減価償却費 267,956 262,643

固定資産除売却損益（△は益） △91,258 2,121

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,898 61,147

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △29,729 △54,864

受取利息及び受取配当金 △11,728 △13,357

支払利息 1,011 108

持分法による投資損益（△は益） 36,620 △2,775

売上債権の増減額（△は増加） 53,528 568,347

たな卸資産の増減額（△は増加） 107,385 △166,272

仕入債務の増減額（△は減少） △525,394 △424,917

その他 △49,969 △55,468

小計 320,565 624,501

利息及び配当金の受取額 17,113 18,886

利息の支払額 △1,011 △108

法人税等の支払額 △210,931 △64,352

営業活動によるキャッシュ・フロー 125,737 578,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △185,181 △217,839

無形固定資産の取得による支出 △5,835 △12,850

投資有価証券の取得による支出 △1,343 －

固定資産の売却による収入 101,318 －

敷金の差入による支出 △507 △1,685

その他 △7,272 △2,196

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,821 △234,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 250,000 －

短期借入金の返済による支出 △302,080 －

配当金の支払額 △74,678 △74,677

非支配株主への配当金の支払額 － △5,182

その他 △38 44

財務活動によるキャッシュ・フロー △126,797 △79,816

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,851 △12,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110,733 252,296

現金及び現金同等物の期首残高 4,185,213 4,199,109

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,074,480 4,451,406
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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。
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