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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 25,563 9.6 3,527 56.5 3,598 51.5 1,909 20.2

2020年3月期第２四半期 23,330 15.2 2,253 18.4 2,375 27.1 1,588 34.9

(注) 包括利益 2021年3月期第２四半期 2,410百万円 (86.7％) 2020年3月期第２四半期 1,291百万円 (10.9％)

　

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 55.92 55.18

2020年3月期第２四半期 44.99 44.33
　

（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 66,577 31,926 46.3

2020年3月期 65,456 31,203 46.1

(参考) 自己資本 2021年3月期第２四半期 30,830百万円 2020年3月期 30,173百万円

　

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00

2021年３月期 ― 17.00

2021年３月期(予想) ― 17.00 34.00

(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、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 50,000 3.7 5,500 33.2 5,600 31.7 3,100 23.0 90.69

(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 ： 有

　 (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 1社 (社名) 寧波利克化工有限公司

（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３月期２Ｑ 38,165,340株 2020年３月期 38,165,340株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 3,951,647株 2020年３月期 2,862,318株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 34,144,955株 2020年３月期２Ｑ 35,301,391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４ページ「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。

また、当社は株式給付信託を導入しており、株式給付信託が所有する当社株式については、自己株式に含めてお

ります。
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１．当社静岡第２工場における火災発生について

当社静岡第２工場における火災発生について

　2020年７月５日に発生しました当社静岡第２工場での火災事故において、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈り

申し上げ、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げます。

　また、負傷された方、近隣の皆様、関係ご当局の皆様、株主の皆様、お客様をはじめとする多くの方々に多大なご迷

惑、ご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

　被害に遭われた皆様方には改めて深くお詫び申し上げますとともに、今後も誠心誠意対応させていただく所存でござ

います。

　事故の原因につきましては、関係ご当局による調査が行われており、当社として全面的に協力してまいるとともに、

当社といたしましても社外の有識者を含む事故調査委員会及び事故原因究明チームを設置し、調査を進めてまいりま

す。

　今後、二度とこのような事故を起こさないよう、関係ご当局の指導を仰ぎながら、再発防止に徹底的に取り組み、安

全管理体制をより一層強化し、皆様からの信頼回復に努めてまいります。

　皆様におかれましては、今後とも、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 永守 貴樹
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２．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、緊急事態宣言こそ解除されましたが、新型コロナウイルス感

染症は依然として世界的に拡大しており、極めて厳しい状況が続いております。

当グループの属する日用品業界におきましては、外出自粛・移動制限が解除されたことから最悪期は脱し、個人

消費は持ち直しつつはあるものの、雇用・所得環境の悪化等により、経営環境は厳しい状況で推移いたしました。

このような環境の中、当グループでは、従業員及びその家族の健康のため、在宅勤務等の感染防止対策を図りつ

つ、コスメ関連製品、殺虫剤・虫除け製品及び衛生用品等の開発に注力するとともに、感染症対策品としてお客様

の需要が高い「バルサン」ブランド製品や清掃・衛生消耗品等の増産・安定供給に努めてまいりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、新型コロナウイルス感染対策として「バルサン」ブランド

の新製品であるウイルス除去商品をはじめとする衛生関連商品や巣籠り需要により家庭内の時間を快適に過ごすた

めの清掃用品等の販売が堅調に推移したこと、前連結会計年度第３四半期より連結対象となった㈱エフトイズ・コ

ンフェクトの売上高が新たに加わったこと等から255億63百万円(前年同期比9.6％増)となりました。利益につきま

しては、衛生用品等の増産により製造工場の生産性が向上したこと等から営業利益は35億27百万円(前年同期比56.5

％増)、経常利益は35億98百万円(前年同期比51.5％増)となりましたが、火災による災害損失を計上したこと等から

親会社株主に帰属する四半期純利益は19億9百万円(前年同期比20.2％増)となりました。

なお、事業の品目別の売上高の状況は、次のとおりであります。

品目の名称
前第２四半期連結累計期間

(百万円)

当第２四半期連結累計期間

(百万円)
前年同期比(％)

収納・インテリア用品 1,709 1,716 ＋0.4

サニタリー用品 3,070 3,322 ＋8.2

洗濯用品 1,491 1,305 △12.5

清掃用品 4,083 4,791 ＋17.3

キッチン用品 2,773 2,776 ＋0.1

ベビー・キッズ用品 3,282 3,157 △3.8

その他 6,918 8,493 ＋22.8

合計 23,330 25,563 ＋9.6

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

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末に比べ11億20百万円増加し、665億77百万円とな

りました

流動資産は、前連結会計年度末に比べ20億71百万円減少し、424億29百万円となりました。主な増加は、未収入金

の増加をはじめとするその他の増加14億63百万円であり、主な減少は、現金及び預金の減少38億74百万円でありま

す。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ31億92百万円増加し、241億47百万円となりました。これは主に、有形固定

資産の増加27億81百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ3億97百万円増加し、346億50百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ18億18百万円減少し、63億15百万円となりました。これは主に、1年内返済

予定の長期借入金の減少25億円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ22億15百万円増加し、283億34百万円となりました。これは主に、長期借入

金の増加22億50百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ7億23百万円増加し、319億26百万円となりました。主な増加は、利益剰余金

の増加15億97百万円であり、主な減少は、自己株式の取得等に伴う自己株式の増加14億17百万円であります。
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② キャッシュ・フローの状況

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

べ28億74百万円減少し、119億2百万円となりました。

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）

営業活動により増加した資金は27億79百万円(前年同期は19億4百万円の増加)となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益30億69百万円、減価償却費10億円及び災害による損失8億20百万円による増加と、その

他の流動資産の増加額15億67百万円、法人税等の支払額9億44百万円及びたな卸資産の増加額5億36百万円によ

る減少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により減少した資金は33億73百万円(前年同期は26億61百万円の減少)となりました。これは主に、

定期預金の純減少額9億99百万円による増加と、有形固定資産の取得による支出44億21百万円による減少であり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により減少した資金は22億42百万円(前年同期は58百万円の増加)となりました。これは主に、自己

株式の取得による支出16億43百万円及び配当金の支払額3億8百万円による減少であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、2020年７月５日に当社静岡第２工場で発生しました火災による影

響や最近の動向を踏まえ、2020年５月14日に公表いたしました通期の連結業績予想を変更しております。詳細は、

本日公表の「特別損失の計上、2021年３月期第２四半期連結業績予想数値と実績値の差異及び通期業績予想の修正

に関するお知らせ」をご覧下さい。

配当につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、業容拡大に必要な設備

投資並びに新規事業開拓のための内部留保の充実を勘案した上で、業績に裏付けられた適正な利益配分を継続する

ことを基本方針としております。

2021年３月期の１株当たり年間配当予想につきましては、2021年３月期の通期連結業績予想を修正したこと等か

ら、2020年５月14日に公表した前回予想値17円00銭から34円00銭に修正し、これに伴い、１株当たり期末配当金予

想を17円00銭に修正いたします。詳細は、公表の「剰余金の配当（中間配当）及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧下さい。
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３．四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 28,505 24,630

受取手形及び売掛金 8,459 8,293

商品及び製品 4,514 4,933

仕掛品 357 339

原材料及び貯蔵品 1,711 1,828

その他 1,021 2,484

貸倒引当金 △69 △82

流動資産合計 44,501 42,429

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,183 5,485

その他（純額） 11,178 12,657

有形固定資産合計 15,361 18,143

無形固定資産

のれん 599 500

その他 306 352

無形固定資産合計 906 852

投資その他の資産

投資有価証券 3,399 4,320

その他 1,287 832

貸倒引当金 △0 △1

投資その他の資産合計 4,687 5,151

固定資産合計 20,954 24,147

資産合計 65,456 66,577
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(単位：百万円)

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,842 2,111

短期借入金 192 190

1年内返済予定の長期借入金 2,500 ―

未払法人税等 1,007 1,044

賞与引当金 379 349

災害損失引当金 ― 85

その他 2,211 2,534

流動負債合計 8,134 6,315

固定負債

長期借入金 24,500 26,750

株式給付引当金 172 194

退職給付に係る負債 395 378

資産除去債務 36 36

その他 1,014 974

固定負債合計 26,119 28,334

負債合計 34,253 34,650

純資産の部

株主資本

資本金 5,491 5,491

資本剰余金 7,040 7,161

利益剰余金 17,107 18,705

自己株式 △1,007 △2,425

株主資本合計 28,632 28,933

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 905 1,569

繰延ヘッジ損益 168 35

為替換算調整勘定 494 320

退職給付に係る調整累計額 △27 △27

その他の包括利益累計額合計 1,541 1,897

新株予約権 319 240

非支配株主持分 710 854

純資産合計 31,203 31,926

負債純資産合計 65,456 66,577
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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：百万円)
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 23,330 25,563

売上原価 15,284 15,703

売上総利益 8,045 9,859

販売費及び一般管理費 5,791 6,332

営業利益 2,253 3,527

営業外収益

受取利息 10 5

受取配当金 30 30

為替差益 12 ―

業務受託料 56 22

その他 54 100

営業外収益合計 164 159

営業外費用

支払利息 40 46

持分法による投資損失 ― 9

為替差損 ― 17

その他 2 15

営業外費用合計 43 88

経常利益 2,375 3,598

特別利益

関係会社出資金売却益 ― 262

為替換算調整勘定取崩益 ― 115

特別利益合計 ― 377

特別損失

災害による損失 ― 820

固定資産除却損 4 0

災害損失引当金繰入額 ― 85

特別損失合計 4 906

税金等調整前四半期純利益 2,370 3,069

法人税、住民税及び事業税 766 976

法人税等調整額 △83 38

法人税等合計 683 1,015

四半期純利益 1,687 2,054

非支配株主に帰属する四半期純利益 98 144

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,588 1,909
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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：百万円)
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 1,687 2,054

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △357 663

繰延ヘッジ損益 45 △134

為替換算調整勘定 △80 △173

退職給付に係る調整額 △3 △0

その他の包括利益合計 △396 355

四半期包括利益 1,291 2,410

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,191 2,265

非支配株主に係る四半期包括利益 99 144
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
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)

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 2,370 3,069

減価償却費 1,079 1,000

のれん償却額 95 99

株式報酬費用 ― 69

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29 13

賞与引当金の増減額（△は減少） 32 △30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △7 △17

災害損失引当金の増減額（△は減少） ― 85

株式給付引当金の増減額（△は減少） 30 22

受取利息及び受取配当金 △41 △36

支払利息 40 46

為替差損益（△は益） 8 14

為替換算調整勘定取崩益 ― △115

関係会社出資金売却損益（△は益） ― △262

災害による損失 ― 820

売上債権の増減額（△は増加） △476 144

たな卸資産の増減額（△は増加） △973 △536

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7 △1,567

仕入債務の増減額（△は減少） △55 280

その他の流動負債の増減額（△は減少） △58 150

その他 41 461

小計 2,108 3,714

利息及び配当金の受取額 47 40

利息の支払額 △36 △42

法人税等の支払額 △352 △944

保険金の受取額 138 ―

その他 0 11

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,904 2,779

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 △8,227 △13,212

定期預金の払戻による収入 8,227 14,212

有形固定資産の取得による支出 △2,710 △4,421

無形固定資産の取得による支出 △45 △72

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

その他 101 126

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,661 △3,373
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(単位：百万円)
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)

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 4,208 2,391

短期借入金の返済による支出 △3,124 △2,391

長期借入れによる収入 1,000 2,250

長期借入金の返済による支出 △1,650 △2,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △30 △39

自己株式の取得による支出 ― △1,643

配当金の支払額 △343 △308

その他 ― 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 58 △2,242

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57 △38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △754 △2,874

現金及び現金同等物の期首残高 9,736 14,777

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,981 11,902
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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）

　 当社は、2020年４月17日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,425,600株の取得を行っております。この結

果、当第２四半期連結累計期間において、自己株式が1,643百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において

自己株式が2,425百万円となっております。


