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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 12,316 △0.9 1,066 4.4 1,176 6.6 1,007 27.8

2020年３月期第３四半期 12,422 1.9 1,020 △27.1 1,104 △25.7 787 △25.7
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 1,348百万円( 17.6％) 2020年３月期第３四半期 1,146百万円( 33.5％)
　

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３四半期 125.38 ―

2020年３月期第３四半期 96.78 ―
　

　

（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３四半期 23,946 19,936 83.3

2020年３月期 22,945 18,909 82.4
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 19,936百万円 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 16,480 △1.8 1,410 △2.6 1,530 0.0 1,250 19.1 155.60
(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 ： 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 8,033,338株 2020年３月期３Ｑ 8,140,626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３四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。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高12,316百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益1,066百

万円（前年同期比4.4％増）、経常利益1,176百万円（前年同期比6.6％増）、政策保有株式の売却による投資有価証

券売却益などにより、親会社株主に帰属する四半期純利益1,007百万円（前年同期比27.8％増）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。

　また、化成処理液自動管理装置等は、第３四半期に韓国企業向けの設備投資があったことにより好調に推移しま

した。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、6,371百万円（前年同期比4.1％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、半導体製造装置及び検査装置向け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、448百万円（前年同期比7.8％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、それ以降好調な販売が引き続いていることから、第３四半期累計期間では前年を大きく

上回りました。また、コンパウンドの販売も新規ルートへの納入、新製品発売もあり、第３四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、2,181百万円（前年同期比7.0％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、3,314百万円（前年同期比13.9％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、当第３四半期累計期間の業績等を踏まえ、2020年５月15日に公表

いたしました業績予想値を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。
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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３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,058,324 5,622,408

受取手形及び売掛金 3,894,899 3,954,760

電子記録債権 373,341 446,527

有価証券 200,130 100,090

商品及び製品 650,607 704,721

仕掛品 164,448 162,885

原材料及び貯蔵品 663,341 679,159

その他 229,878 54,060

流動資産合計 11,234,972 11,724,613

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,277,650 3,241,864

その他(純額） 2,652,064 2,500,547

有形固定資産合計 5,929,714 5,742,412

無形固定資産 113,791 108,387

投資その他の資産

投資有価証券 4,339,410 5,077,407

その他 1,332,714 1,299,064

貸倒引当金 △5,250 △5,250

投資その他の資産合計 5,666,874 6,371,221

固定資産合計 11,710,380 12,222,021

資産合計 22,945,352 23,946,635

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,683,559 1,489,106

電子記録債務 678,531 667,900

1年内返済予定の長期借入金 32,000 20,000

未払法人税等 66,086 328,583

賞与引当金 201,342 124,464

役員賞与引当金 24,400 18,300

その他 671,645 571,417

流動負債合計 3,357,564 3,219,772

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 56,399

その他 585,629 734,035

固定負債合計 678,170 790,434

負債合計 4,035,735 4,010,207
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31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 14,983,529

自己株式 △232,026 △232,026

株主資本合計 18,339,901 19,025,761

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 582,463 923,859

為替換算調整勘定 △12,748 △13,192

その他の包括利益累計額合計 569,715 910,666

純資産合計 18,909,616 19,936,428

負債純資産合計 22,945,352 23,946,635
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 12,422,754 12,316,464

売上原価 8,432,293 8,346,655

売上総利益 3,990,461 3,969,809

販売費及び一般管理費 2,969,606 2,903,733

営業利益 1,020,855 1,066,076

営業外収益

受取利息 17,526 14,239

受取配当金 46,852 44,765

有価証券売却益 2,225 0

その他 34,729 61,200

営業外収益合計 101,333 120,204

営業外費用

支払利息 455 240

売上割引 1,461 1,502

保険解約損 4,677 ―

為替差損 8,839 5,959

賃貸費用 1,530 1,530

その他 1,124 98

営業外費用合計 18,088 9,331

経常利益 1,104,100 1,176,949

特別利益

固定資産売却益 ― 334

投資有価証券売却益 94,205 248,276

特別利益合計 94,205 248,610

特別損失

固定資産除却損 6,291 6,234

投資有価証券評価損 90,756 ―

特別損失合計 97,048 6,234

税金等調整前四半期純利益 1,101,257 1,419,326

法人税等 313,404 412,132

四半期純利益 787,853 1,007,194

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 787,853 1,007,194
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 787,853 1,007,194

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 359,623 341,395

為替換算調整勘定 △1,318 △444

その他の包括利益合計 358,304 340,950

四半期包括利益 1,146,158 1,348,144

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,146,158 1,348,144

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。

　


