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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 8,970 △35.0 58 △96.8 △8 － △81 －

2020年３月期第２四半期 13,802 0.8 1,805 △19.5 1,703 △26.9 1,152 △27.7
(注)包括利益 2021年３月期第２四半期 △30百万円( －％) 2020年３月期第２四半期 1,074百万円(△30.3％)
　

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 △3.38 －
2020年３月期第２四半期 47.58 －

　

　

（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 52,806 29,285 54.4

2020年３月期 51,201 29,531 56.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 28,736百万円 2020年３月期 28,995百万円
　　　

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 － 10.00 20.00

2021年３月期 － 8.00

2021年３月期(予想) － － －
(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 21,500 △18.9 700 △77.5 700 △77.4 350 △85.1 14.43
(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

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
　

（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 24,400,000株 2020年３月期 24,400,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 120,471株 2020年３月期 156,043株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 24,254,120株 2020年３月期２Ｑ 24,220,926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）
　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Ｐ．４「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

2020年３月期
第２四半期実績
（百万円）

2021年３月期
業績予想
（百万円）

2021年３月期
第２四半期実績
（百万円）

前年同期比
（％）

進捗率
（％）

売上高 13,802 21,500 8,970 △35.0 41.7

　 触媒 8,165 12,600 5,009 △38.6 39.8

　 電子材料・
　 酸素センサー

1,568 2,700 1,114 △28.9 41.3

　 ファイン
　 セラミックス

1,695 2,600 1,196 △29.4 46.0

　 耐火物・
　 ブレーキ

1,444 2,200 973 △32.6 44.3

　 その他 928 1,400 675 △27.3 48.2

営業利益 1,805 700 58 △96.8 8.3

経常利益又は経常損失
（△）

1,703 700 △8 ― ―

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（△）

1,152 350 △81 ― ―

当第２四半期連結累計期間（2020年４月１日～2020年９月30日）における世界経済は、世界各国で新型コロナウイル

ス感染拡大の抑止を最優先とした結果、経済活動の縮小を余儀なくされ大幅なマイナス成長となりました。

当社グループの主要顧客であります自動車産業におきましては、世界的に自動車販売台数が大幅に減少し、金融危機

以降見られなかった水準にまで低下しました。いち早く経済活動を再開した中国をはじめ、世界の主要国においても４

月を底に回復傾向にはあるものの、回復のスピードは緩やかな水準に留まっております。

当社グループにおきましても、当第２四半期連結累計期間において、第２四半期に入り回復傾向にはあるものの、主

力の自動車排ガス浄化触媒材料をはじめとする自動車関連製品の販売を中心に、新型コロナウイルスによる感染拡大の

深刻な影響を受け、前年同期比で大きく減少しました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、販売数量が前年同期比で35.0％減少した影響等により8,970百

万円（前年同期比35.0％減、業績予想21,500百万円に対して進捗率41.7％）、営業利益は、販売数量減による影響に加

え、生産調整を実施した影響等により58百万円（前年同期比96.8％減、業績予想700百万円に対して進捗率8.3％）、経

常損失は、為替差損の計上等により８百万円（前年同期は経常利益1,703百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失

は81百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益1,152百万円）となりました。

（注）進捗率は、2020年９月18日公表の連結業績予想と比較しております。

用途別の販売状況は、次のとおりであります。

（触媒用途）

　当社グループの主力製品である自動車排ガス浄化触媒材料は、かねてから取り組んできました現地販売子会社による

在庫販売により、規制緩和などの景気テコ入れ策や自家用車の必要性見直しに伴う需要をいち早く取り込み、最悪期を

脱し回復傾向にあります。しかしながら、回復ペースは販売地域や顧客ごとに違いがあり全体では緩やかなものに留ま

っており、新型コロナウイルス感染症拡大前の前年同期を下回る結果となりました。

　これらの結果、触媒用途の当第２四半期連結累計期間の売上高は、5,009百万円（前年同期比38.6％減、業績予想

12,600百万円に対して進捗率39.8％）となりました。
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（電子材料・酸素センサー用途）

　電子材料は、新型コロナウイルスの影響により、自動車及びスマートフォンの販売台数減少、電子部品業界全体の生

産調整を受けて、圧電素子やセラミックコンデンサ材料の売上高が減少しました。

また、これまで非常に好調に推移してきた二次電池材料においても、新型コロナウイルスの影響により、中国におけ

る電池産業のサプライチェーン内の工場停止などによる在庫調整の影響を受けて売上高は減少しました。

酸素センサー材料においても、自動車販売市場悪化の影響を受けて、売上高は減少しました。

　これらの結果、電子材料・酸素センサー用途の当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,114百万円（前年同期比28.9

％減、業績予想2,700百万円に対して進捗率41.3％）となりました。

（ファインセラミックス用途）

　当社グループが次世代主力製品と期待する燃料電池材料は、各国の持続可能エネルギー推進政策によるプラス影響に

加え、新型コロナウイルス禍においても、電力の持続的な供給が求められるデータセンター、物流センター、官公庁へ

固体酸化物形燃料電池を導入する動きは引き続き活発で、販売数量は大きく増加しました。一方で、原料価格低下に伴

う販売価格低下と販売品種構成の変化により、前年同期比で売上高は減少しました。

キッチンセラミックス材料、歯科材料及び産業用構造部材は、新型コロナウイルスの影響を受けて需要が著しく低下

したことにより、売上高は減少しました。

　これらの結果、ファインセラミックス用途の当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,196百万円（前年同期比29.4％

減、業績予想2,600百万円に対して進捗率46.0％）となりました。

（耐火物・ブレーキ用途）

　耐火物材料は、世界粗鋼生産量の50％超を占める中国の過剰生産によって、他の主要各国が生産量を調整している中、

自動車産業ならびに造船業の鉄鋼需要が落ち込み、売上高は減少しました。ブレーキ材においても、自動車販売台数の

減少により、売上高は減少しました。

　これらの結果、耐火物・ブレーキ用途の当第２四半期連結累計期間の売上高は、973百万円（前年同期比32.6％減、業

績予想2,200百万円に対して進捗率44.3％）となりました。

（その他用途）

アルミニウム配管のろう付に使用されるセシウムフラックスは、家電用は堅調に推移したものの、自動車用は販売台

数減少の影響を受け、売上高は前年同期比で減少しました。その他用途の売上高は、国内外で新規案件のニーズが出始

めてはいるものの、自動車用途を中心に新型コロナウイルスによる需要減と在庫調整の影響を受けて、前年同期比で減

少しました。

　これらの結果、その他用途の当第２四半期連結累計期間の売上高は、675百万円（前年同期比27.3％減、業績予想

1,400百万円に対して進捗率48.2％）となりました。

（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52,806百万円で、前連結会計年度末に比べ1,604百万円増加しまし

た。これは主に、現金及び預金の増加（1,288百万円）、有形固定資産の増加（2,285百万円)、受取手形及び売掛金の減

少（1,125百万円）によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における負債は23,521百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,850百万円増加しまし

た。これは主に、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）の増加（1,763百万円）、短期借入金の増加（708百

万円）、未払法人税等の減少（440百万円）、流動負債その他の減少(443百万円)によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は29,285百万円で、前連結会計年度末に比べ245百万円減少しました。こ

れは主に、利益剰余金の減少（324百万円）によるものであります。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は前連結会計年度末56.6％から54.4％となりました。
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② キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが2,239百万円の収

入、投資活動によるキャッシュ・フローが3,102百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが2,232百万円の収

入となり、これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）残高は、前連結

会計年度末に比べ1,349百万円増加し、9,927百万円となりました。

　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）

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は2,239百万円（前年同四半期は2,140百万円の収

入）となりました。これは主に、売上債権の減少1,395百万円、減価償却費908百万円、仕入債務の増加484百万円、法人

税等の支払額525百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は3,102百万円（前年同四半期は3,990百万円の使

用）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,461百万円、補助金の受取額400百万円によるもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、得られた資金は2,232百万円（前年同四半期は3,721百万円の収

入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入3,200百万円、長期借入金の返済による支出1,432百万円による

ものであります。

（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月期通期の業績予想につきましては、2020年９月18日に公表いたしました業績予想から変更しておりませ

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
(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 8,488,522 9,777,415

受取手形及び売掛金 5,056,773 3,930,935

有価証券 500,000 500,000

製品 5,236,106 5,694,240

仕掛品 2,125,207 1,938,175

原材料及び貯蔵品 3,364,163 3,217,983

その他 2,247,887 1,457,748

流動資産合計 27,018,660 26,516,499

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,153,659 4,983,155

機械装置及び運搬具（純額） 4,365,750 3,937,237

土地 1,752,062 2,053,501

建設仮勘定 6,445,723 9,100,813

その他（純額） 559,706 487,923

有形固定資産合計 18,276,902 20,562,630

無形固定資産 1,169,147 1,085,971

投資その他の資産 4,737,128 4,641,659

固定資産合計 24,183,178 26,290,261

資産合計 51,201,838 52,806,760

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,026,835 1,388,045

短期借入金 1,600,000 2,308,166

1年内返済予定の長期借入金 2,768,586 2,962,004

未払法人税等 550,955 110,885

賞与引当金 303,444 206,549

その他 1,351,512 908,426

流動負債合計 7,601,334 7,884,079

固定負債

長期借入金 13,946,250 15,516,750

退職給付に係る負債 1,298 1,374

その他 121,280 118,858

固定負債合計 14,068,828 15,636,982

負債合計 21,670,163 23,521,061

純資産の部

株主資本

資本金 787,100 787,100

資本剰余金 1,121,672 1,135,934

利益剰余金 27,002,402 26,678,068

自己株式 △57,901 △44,701

株主資本合計 28,853,273 28,556,401

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 174,628 220,162

為替換算調整勘定 114,869 84,910

退職給付に係る調整累計額 △147,645 △124,866

その他の包括利益累計額合計 141,852 180,206

非支配株主持分 536,549 549,091

純資産合計 29,531,675 29,285,699

負債純資産合計 51,201,838 52,806,760
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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 13,802,319 8,970,303

売上原価 9,815,750 6,828,543

売上総利益 3,986,569 2,141,759

販売費及び一般管理費 2,180,879 2,083,517

営業利益 1,805,689 58,242

営業外収益

受取利息 35,133 38,303

受取配当金 13,550 11,004

助成金収入 4,386 316

その他 57,145 25,078

営業外収益合計 110,215 74,703

営業外費用

支払利息 18,858 25,766

為替差損 172,110 93,920

持分法による投資損失 19,580 18,533

その他 1,868 2,821

営業外費用合計 212,418 141,041

経常利益又は経常損失（△） 1,703,487 △8,095

特別損失

固定資産除却損 5,275 9,284

特別損失合計 5,275 9,284

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,698,211 △17,379

法人税、住民税及び事業税 561,830 104,293

法人税等調整額 △18,479 △54,190

法人税等合計 543,351 50,102

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,154,859 △67,482

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,465 14,412

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（△）

1,152,394 △81,894
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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 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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,154,859 △67,482

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,412 45,534

為替換算調整勘定 △73,012 △31,829

退職給付に係る調整額 884 22,779

持分法適用会社に対する持分相当額 0 －

その他の包括利益合計 △80,540 36,484

四半期包括利益 1,074,318 △30,998

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,073,501 △43,540

非支配株主に係る四半期包括利益 816 12,541
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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 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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

1,698,211 △17,379

減価償却費 1,070,071 908,243

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,066 △96,895

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △18,087 △15,060

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 96 97

受取利息及び受取配当金 △48,683 △49,308

支払利息 18,858 25,766

為替差損益（△は益） 54,246 71,242

持分法による投資損益（△は益） 19,580 18,533

売上債権の増減額（△は増加） △131,945 1,395,231

たな卸資産の増減額（△は増加） 458,637 △148,754

未払又は未収消費税等の増減額 253,969 407,362

仕入債務の増減額（△は減少） △696,819 484,876

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △316,017 △127,502

その他 368,684 △113,693

小計 2,760,868 2,742,758

利息及び配当金の受取額 48,622 48,858

利息の支払額 △19,568 △26,054

法人税等の支払額 △649,218 △525,676

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,140,703 2,239,885

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 － △348,750

定期預金の払戻による収入 － 402,225

有形固定資産の取得による支出 △3,712,346 △3,461,466

無形固定資産の取得による支出 △121,280 △37,790

長期前払費用の取得による支出 △14,169 △40,035

投資有価証券の取得による支出 △4,900 △5,090

貸付けによる支出 △40,900 －

貸付金の回収による収入 755 733

子会社株式の取得による支出 △109,360 －

補助金の受取額 － 400,000

その他 11,515 △12,138

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,990,686 △3,102,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 708,204

長期借入れによる収入 5,000,000 3,200,000

長期借入金の返済による支出 △1,060,585 △1,432,921

配当金の支払額 △217,660 △242,846

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,721,754 2,232,436

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,323 △20,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,861,447 1,349,403

現金及び現金同等物の期首残高 7,515,588 8,578,512

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,377,036 9,927,915
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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。

　


