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1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6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3月期第1四半期 4,877 △24.5 128 △76.2 80 △83.9 △58 ―

2020年3月期第1四半期 6,461 6.1 542 39.6 500 20.6 247 △5.8

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　84百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期　　△25百万円 （―％）

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1四半期 △3.61 ―

2020年3月期第1四半期 15.54 15.43

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期第1四半期 33,607 26,754 79.2 1,500.76

2020年3月期 29,834 23,936 79.7 1,491.81

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 26,600百万円 2020年3月期 23,786百万円

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 ― 10.00 ― 16.00 26.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） 8.00 ― 10.00 18.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

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、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 10,473 △22.0 315 △77.7 245 △80.2 51 △93.4 3.05

通期 22,838 △12.5 1,378 △37.6 1,179 △40.7 771 9.5 44.57

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有

新規 1 社 （社名）
SHOFU Products Vietnam

Co.,Ltd.
、 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1Q 17,894,089 株 2020年3月期 16,114,089 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 169,070 株 2020年3月期 169,076 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 16,257,981 株 2020年3月期1Q 15,904,694 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　2021年３月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご覧ください。上記の予想は、現時点で入手可

能な情報に基づき算出したものであり、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、実際の業績は今後のさまざま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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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１四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、各政府の緊

急対策として行われた主要都市の封鎖や外出禁止令などにより、経済活動が大きく制限され、米国や欧州

で雇用・所得環境が悪化するなど、景気の先行きは不透明な状況となっております。国内経済についても、

自粛ムードの高まりを背景に個人消費や企業収益が大幅に悪化し、感染拡大の収束の目途がみえないなか、

景気悪化への懸念が高まっております。 

このような状況のもと、当社は、三井化学株式会社(以下「三井化学」といいます。)及びその子会社で

あるサンメディカル株式会社(以下「サンメディカル」といいます。)との間で締結していた歯科材料事業

に関する業務・資本提携の更なる強化を図るため、三井化学と新たな資本業務提携契約を締結しました。 

これに併せて当社は、三井化学に対して第三者割当により新株式の発行を行い、三井化学が当社の発行

済株式総数の20％を保有することになり、当社は三井化学の持分法適用会社となりました。また、三井化

学からサンメディカルの株式(発行済株式総数の20％)を相対取引により取得し、サンメディカルを持分法

適用会社といたしました。 

当社グループの当第１四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り、4,877

百万円と前年同期比1,583百万円(24.5%)の減収となりました。売上高に含まれる海外売上高は、1,720百万円

(対売上高35.3%)と前年同期比1,247百万円(42.0%)の減収となりました。 

営業利益は、販売費及び一般管理費が減少したものの、128百万円と前年同期比413百万円(76.2%)の減益

となりました。 

経常利益は、第三者割当による新株発行関連費用を営業外費用に計上したことなどにより、80百万円と

前年同期比420百万円(83.9%)の減益となりました。 

税金費用を差し引いた親会社株主に帰属する四半期純利益は、58百万円の損失となり、前年同期比305百万

円の減益となりました。 

 

(デンタル関連事業) 

国内では、前期に市場投入したデジタル口腔撮影装置「アイスペシャル C-Ⅳ」や、歯科切削加工用レジ

ン材料「松風ブロックHC スーパーハード」などが売上に寄与しました。しかし、新型コロナウイルス感染

症の影響により歯科診療の受診機会が減少し、また販売活動が制限されたことにより、前年同期比減収と

なりました。海外では、新型コロナウイルス感染症の影響がより大きく、各地域で低調に推移し、さらに

為替の影響もあり、前年同期比減収となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、4,341百万円と前年同期比1,504百万円(25.7%)の

減収となり、営業利益は82百万円と前年同期比438百万円(84.1%)の減益となりました。 

 

(ネイル関連事業) 

国内では、新型コロナウイルス感染症の影響により、自宅で使えるジェルネイル製品「by Nail Labo」

が売上を伸ばしましたが、主要展示会の中止などによりプロネイリスト向けの製品が低調となり、前年同

期比減収となりました。海外では、米国においてSNSでの積極的なプロモーション活動によりWEBでの販売

が好調に推移し、台湾においても主力であるジェルネイル製品「L･E･D Gel Presto」が売上を牽引し、前

年同期比増収となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、517百万円と前年同期比77百万円(13.1%)の減収

となりましたが、販売費及び一般管理費の削減により、営業利益は42百万円と前年同期比24百万円(142.9%)

の増益となりました。 

 

(その他の事業) 

 当社グループの株式会社松風プロダクツ京都において、歯科用研磨材の生産技術を応用し、工業用研磨

材を製造販売しております。当第１四半期連結累計期間の売上高は、19百万円と前年同期比1百万円(5.4%)の

減収となり、営業利益は2百万円とほぼ前年同期比並みとなりました。 
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(2) 財政状態に関する説明 

当第１四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3,773百万円増加し、33,607百万円と

なりました。サンメディカル株式取得に伴う投資有価証券の増加が主な要因であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ955百万円増加し、6,853百万円となりました。長期借入金の増加が主

な要因であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ2,817百万円増加し、26,754百万円となりました。第三者割当による

新株式の発行に伴う資本金及び資本剰余金の増加が主な要因であります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.5ポイント低下し、79.2%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 

   2021年３月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想および配当予想に関するお

知らせ」をご参照ください。  



(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,862 5,157

受取手形及び売掛金 3,187 2,716

有価証券 5 5

商品及び製品 4,713 5,283

仕掛品 1,045 1,133

原材料及び貯蔵品 972 978

その他 646 722

貸倒引当金 △16 △26

流動資産合計 15,416 15,972

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,692 9,206

減価償却累計額 △5,575 △5,530

建物及び構築物（純額） 3,116 3,675

その他 11,195 10,741

減価償却累計額 △6,623 △6,690

その他（純額） 4,572 4,050

有形固定資産合計 7,689 7,726

無形固定資産 310 301

投資その他の資産

投資有価証券 5,648 8,800

退職給付に係る資産 361 361

その他 418 456

貸倒引当金 △10 △11

投資その他の資産合計 6,417 9,607

固定資産合計 14,417 17,635

資産合計 29,834 33,607

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：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 831 584

短期借入金 433 132

1年内返済予定の長期借入金 125 325

未払法人税等 202 155

役員賞与引当金 50 13

その他 2,037 2,354

流動負債合計 3,680 3,564

固定負債

長期借入金 678 1,659

退職給付に係る負債 236 233

その他 1,302 1,394

固定負債合計 2,216 3,288

負債合計 5,897 6,853

純資産の部

株主資本

資本金 4,474 5,968

資本剰余金 4,586 6,080

利益剰余金 12,840 12,525

自己株式 △185 △185

株主資本合計 21,715 24,390

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,465 2,648

為替換算調整勘定 △495 △534

退職給付に係る調整累計額 100 97

その他の包括利益累計額合計 2,071 2,210

新株予約権 116 116

非支配株主持分 33 37

純資産合計 23,936 26,754

負債純資産合計 29,834 33,607
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 6,461 4,877

売上原価 2,813 2,187

売上総利益 3,647 2,690

販売費及び一般管理費 3,105 2,561

営業利益 542 128

営業外収益

受取利息 2 3

受取配当金 54 45

会費収入 22 5

為替差益 - 10

その他 23 62

営業外収益合計 102 127

営業外費用

支払利息 0 1

売上割引 41 40

当社主催会費用 21 12

株式交付費 - 98

為替差損 66 -

その他 13 22

営業外費用合計 144 175

経常利益 500 80

税金等調整前四半期純利益 500 80

法人税等 253 136

四半期純利益又は四半期純損失（△） 246 △55

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△0 2

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

247 △58

（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１四半期連結累計期間
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 246 △55

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △183 182

為替換算調整勘定 △86 △38

退職給付に係る調整額 △1 △3

その他の包括利益合計 △272 140

四半期包括利益 △25 84

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △24 81

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 3

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間
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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） 

当社は、2020 年５月 14 日付で三井化学株式会社との間で資本業務提携契約を締結しました。これに

より 2020 年６月 15 日付で、三井化学株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、

当第１四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ 1,494 百万円増加しております。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

（税金費用の計算） 

当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する方法を採用しております。ただし、当該見

積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率

を使用する方法によっております。 

 

（追加情報） 

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用） 

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)に

おいて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制

度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果

会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税

効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定

めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいており

ます。 

 

（セグメント情報等） 

前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019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 

                                          (単位：百万円) 

 

報告セグメント 

調整額 

（注）1 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）2 

デンタル 

関連事業 

ネイル 

関連事業 

その他の 

事業 
計 

 売  上  高       

 (1) 外部顧客への売上高 5,846 595 20 6,461 ― 6,461 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― ― 1 1 △1 ― 

計 5,846 595 21 6,462 △1 6,461 

セグメント利益 521 17 2 541 1 542 

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 
 ２ 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。 
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当第１四半期連結累計期間(自 2020年４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 

                                                                                 (単位：百万円) 

 

報告セグメント 

調整額 

（注）1 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）2 

デンタル 

関連事業 

ネイル 

関連事業 

その他の 

事業 
計 

 売  上  高       

 (1) 外部顧客への売上高 4,341 517 19 4,877 ― 4,877 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― ― 1 1 △1 ― 

計 4,341 517 20 4,878 △1 4,877 

セグメント利益 82 42 2 127 1 128 

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 
 ２ 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。 
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