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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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３月期第２四半期 8,135 △1.8 592 △31.2 662 △26.3 513 △19.6

2020年３月期第２四半期 8,285 1.0 861 △7.2 898 △8.9 638 △9.3
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 768百万円( 9.5％) 2020年３月期第２四半期 701百万円( △34.2％)
　

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２四半期 63.93 ―

2020年３月期第２四半期 78.31 ―
　

　

（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３月期第２四半期 23,460 19,517 83.2

2020年３月期 22,945 18,909 82.4
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 19,517百万円 2020年３月期 18,909百万円
　

　

　

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00

2021年３月期 ― 20.00

2021年３月期(予想) ― 20.00 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、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 17,000 1.3 1,240 △14.3 1,350 △11.8 970 △7.6 120.75
(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 ： 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
　

　

（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２Ｑ 8,154,140株 2020年３月期 8,154,140株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 120,802株 2020年３月期 120,802株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 8,033,338株 2020年３月期２Ｑ 8,154,038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
っての注意事項等については、添付資料P2「１.当四半期決算に関する定性的情報（２）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２四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世界的な流行により景気が冷え

込み、個人消費や輸出に持ち直しの動きがみられるものの、依然として厳しい状況が続きました。

　このような環境のもと、当社グループは、新型コロナウイルス感染症対策として在宅勤務や分散勤務を実施した

うえで、Ｗｅｂ会議システムを活用した営業活動を進めるなど、高付加価値製品の市場展開に努めてまいりました

が、新型コロナウイルス感染症による市況悪化の影響を受けました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高8,135百万円（前年同期比1.8％減）、営業利益592百万円

（前年同期比31.2％減）、経常利益662百万円（前年同期比26.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益513百

万円（前年同期比19.6％減）となりました。

　セグメント別の業績の概要は、次のとおりであります。

＜金属表面処理剤及び機器等＞

　電子部品業界は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、車載・スマートフォン関連の減産があったものの、

テレワークによるパソコンの需要拡大やサーバーの需要拡大などが下支えしたこと及び新たに装飾めっきが加わっ

たことにより、金属表面処理剤は比較的堅調に推移しました。

　一方、化成処理液自動管理装置等は、車載基板、スマートフォンなどの減産の影響を受け、低調に推移しまし

た。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、4,101百万円（前年同期比2.0％増）となりました。

＜電 子 材 料＞

　機能材料加工品は、半導体市況が好調であり、半導体製造装置向けセラミック製品の売上が好調に推移しまし

た。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、285百万円（前年同期比4.4％増）となりました。

＜自動車用化学製品等＞

　エアコン洗浄剤の販売は、新型コロナウイルス感染症の影響により４月及び５月は前年を下回りましたが、６月

以降は急激な回復があり、第２四半期累計期間では前年を上回りました。また、コンパウンドの販売も６月以降回

復に向かっており、第２四半期累計期間では前年を上回りました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、1,540百万円（前年同期比4.3％増）となりました。

＜工 業 薬 品＞

　鉄鋼会社向けを中心に新規商材の拡販を実施しましたが、鉄鋼・化学業界の需要低迷を受け、低調に推移しまし

た。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、2,207百万円（前年同期比12.1％減）となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年３月期通期の業績予想につきましては、2020年５月15日に公表いたしました業績予想値から変更はありま

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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,058,324 5,491,644

受取手形及び売掛金 3,894,899 3,687,928

電子記録債権 373,341 385,764

有価証券 200,130 300,120

商品及び製品 650,607 703,487

仕掛品 164,448 175,916

原材料及び貯蔵品 663,341 696,614

その他 229,878 68,763

流動資産合計 11,234,972 11,510,238

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,277,650 3,282,101

その他(純額） 2,652,064 2,536,649

有形固定資産合計 5,929,714 5,818,751

無形固定資産 113,791 105,860

投資その他の資産

投資有価証券 4,339,410 4,703,578

その他 1,332,714 1,327,092

貸倒引当金 △5,250 △5,250

投資その他の資産合計 5,666,874 6,025,420

固定資産合計 11,710,380 11,950,032

資産合計 22,945,352 23,460,271

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,683,559 1,603,976

電子記録債務 678,531 595,451

1年内返済予定の長期借入金 32,000 36,000

未払法人税等 66,086 257,339

賞与引当金 201,342 251,786

役員賞与引当金 24,400 12,200

その他 671,645 394,648

流動負債合計 3,357,564 3,151,401

固定負債

長期借入金 20,000 ―

役員退職慰労引当金 15,248 ―

退職給付に係る負債 57,293 55,757

その他 585,629 735,741

固定負債合計 678,170 791,498

負債合計 4,035,735 3,942,900
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,980,874 1,980,874

資本剰余金 2,293,384 2,293,384

利益剰余金 14,297,669 14,650,541

自己株式 △232,026 △232,026

株主資本合計 18,339,901 18,692,773

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 582,463 838,641

為替換算調整勘定 △12,748 △14,042

その他の包括利益累計額合計 569,715 824,598

純資産合計 18,909,616 19,517,371

負債純資産合計 22,945,352 23,460,271
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 8,285,560 8,135,760

売上原価 5,590,754 5,611,540

売上総利益 2,694,806 2,524,219

販売費及び一般管理費 1,833,272 1,931,352

営業利益 861,533 592,867

営業外収益

受取利息 12,316 9,653

受取配当金 24,936 23,702

その他 22,180 42,557

営業外収益合計 59,434 75,913

営業外費用

支払利息 364 207

保険解約損 4,677 ―

為替差損 15,760 4,297

その他 2,044 2,125

営業外費用合計 22,847 6,630

経常利益 898,120 662,150

特別利益

固定資産売却益 ― 334

投資有価証券売却益 94,205 79,764

特別利益合計 94,205 80,098

特別損失

固定資産除却損 5,049 4,473

投資有価証券評価損 96,095 ―

特別損失合計 101,144 4,473

税金等調整前四半期純利益 891,181 737,776

法人税等 252,654 224,237

四半期純利益 638,526 513,538

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 638,526 513,538



石原ケミカル株式会社(4462) 2021年３月期 第２四半期決算短信

6

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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 638,526 513,538

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 63,476 256,177

為替換算調整勘定 △469 △1,294

その他の包括利益合計 63,007 254,882

四半期包括利益 701,533 768,421

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 701,533 768,421

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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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。


