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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 62,600 △5.3 3,136 0.4 2,716 △17.7 2,311 15.7

2020年3月期第3四半期 66,091 △2.2 3,122 △12.0 3,302 △11.2 1,996 △27.6

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　2,805百万円 （△3.4％） 2020年3月期第3四半期　　2,904百万円 （114.3％）

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3四半期 137.33 ―

2020年3月期第3四半期 118.79 ―

(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3四半期 126,067 83,712 63.8 4,774.42

2020年3月期 121,648 81,492 64.4 4,657.04

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 80,386百万円 2020年3月期 78,319百万円

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 ― 15.00 ―

2021年3月期（予想） 15.00 30.00

（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 83,400 △4.3 3,600 △10.3 3,100 △26.3 2,300 △9.3 136.60

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 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

（注）詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有
の会計処理の適用）」をご覧ください。

(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 17,000,000 株 2020年3月期 17,000,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 163,006 株 2020年3月期 182,535 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 16,828,369 株 2020年3月期3Q 16,810,159 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当たっての注意事項等については、添付資料２ページ「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。



１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 2

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 3

（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 ……………………………………………………… 5

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………………………………… 5

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………………………………… 6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 7

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 7

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） ……………………………………………………… 7

（追加情報） ………………………………………………………………………………………………………… 7

○添付資料の目次

- 1 -

堺化学工業株式会社（4078）2021年３月期第３四半期決算短信



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の当社グループの業績は、概ね10月以降回復基調にあるものの、第２四半期までの新

型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動の低下により、住宅着工数や自動車生産台数が低迷した影響が大き

く、売上高は前年同期比5.3％減の62,600百万円、営業利益は前年同期比0.4％増の3,136百万円、経常利益は前年

同期比17.7％減の2,716百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は投資有価証券売却益計上等により前

年同期比15.7％増の2,311百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は126,067百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,418百万円増

加いたしました。これは主として有形固定資産が4,090百万円増加したことによるものです。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は42,355百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,198百万円増

加いたしました。これは主として長期借入金が2,596百万円増加したことによるものです。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は83,712百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,219百万円

増加いたしました。この結果、自己資本比率は63.8％（前連結会計年度末は64.4％）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、業績の動向や経営環境等を踏まえて見直しを行った結果、2020年

９月24日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細は本日（2021年２月５日）別途開示いたしました

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

- 2 -

堺化学工業株式会社（4078）2021年３月期第３四半期決算短信



（単位：百万円）

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 9,110 9,362

受取手形及び売掛金 25,491 26,964

商品及び製品 13,072 12,263

仕掛品 3,212 3,377

原材料及び貯蔵品 6,826 6,354

その他 1,079 1,206

貸倒引当金 △33 △39

流動資産合計 58,760 59,490

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,292 17,321

機械装置及び運搬具（純額） 11,946 13,467

土地 14,690 14,658

その他（純額） 7,517 8,090

有形固定資産合計 49,446 53,537

無形固定資産

のれん 1,420 1,312

その他 481 412

無形固定資産合計 1,901 1,725

投資その他の資産

投資有価証券 9,185 9,204

その他 2,384 2,140

貸倒引当金 △29 △30

投資その他の資産合計 11,539 11,313

固定資産合計 62,888 66,577

資産合計 121,648 126,067

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,017 7,766

短期借入金 9,238 10,369

未払法人税等 686 439

賞与引当金 1,244 639

その他の引当金 147 101

その他 6,104 5,708

流動負債合計 25,438 25,024

固定負債

長期借入金 8,918 11,515

環境対策引当金 127 131

退職給付に係る負債 5,202 5,201

その他 468 481

固定負債合計 14,717 17,330

負債合計 40,156 42,355

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 21,838 21,838

資本剰余金 16,301 16,302

利益剰余金 38,824 40,546

自己株式 △376 △336

株主資本合計 76,587 78,351

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,929 2,377

繰延ヘッジ損益 3 △4

為替換算調整勘定 △181 △312

退職給付に係る調整累計額 △19 △25

その他の包括利益累計額合計 1,732 2,035

非支配株主持分 3,172 3,325

純資産合計 81,492 83,712

負債純資産合計 121,648 126,067
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（単位：百万円）

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 66,091 62,600

売上原価 52,219 49,844

売上総利益 13,871 12,756

販売費及び一般管理費 10,748 9,619

営業利益 3,122 3,136

営業外収益

受取利息 11 10

受取配当金 246 222

その他 107 190

営業外収益合計 365 423

営業外費用

支払利息 61 59

為替差損 51 140

操業休止費用 － 541

その他 72 102

営業外費用合計 185 842

経常利益 3,302 2,716

特別利益

固定資産売却益 2 0

投資有価証券売却益 329 1,289

特別利益合計 332 1,290

特別損失

固定資産除却損 175 284

投資有価証券評価損 187 49

その他 2 4

特別損失合計 365 338

税金等調整前四半期純利益 3,268 3,669

法人税等 1,135 1,147

四半期純利益 2,133 2,521

非支配株主に帰属する四半期純利益 136 210

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,996 2,311

（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）
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（単位：百万円）

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 2,133 2,521

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 740 477

繰延ヘッジ損益 4 △12

為替換算調整勘定 14 △175

退職給付に係る調整額 10 △5

その他の包括利益合計 770 284

四半期包括利益 2,904 2,805

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,764 2,614

非支配株主に係る四半期包括利益 140 191

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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）

該当事項はありません。

（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）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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会社については、法定実効税率を

使用する方法により計算した金額を計上しております。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計

上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
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