
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年５月14日

上 場 会 社 名 本州化学工業株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 4115 URL http://www.honshuchemical.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名)福山 裕二
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名)和田 和興 (TEL)03-3272-1482
定時株主総会開催予定日 2021年６月24日 配当支払開始予定日 －
有価証券報告書提出予定日 2021年６月24日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有

決算説明会開催の有無 ： 無
　

(百万円未満切捨て)
１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 20,478 △3.8 3,468 15.0 3,415 14.6 2,063 18.9

2020年３月期 21,284 2.3 3,016 △3.9 2,981 △2.2 1,735 △0.9
(注) 包括利益 2021年３月期 2,821百万円( 45.6％) 2020年３月期 1,937百万円( 1.0％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年３月期 179.77 － 10.1 11.2 16.9

2020年３月期 151.22 － 9.2 10.2 14.2
(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 －百万円 2020年３月期 －百万円
　

　

（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 31,271 23,378 68.5 1,865.21

2020年３月期 29,629 21,480 65.8 1,698.06
(参考) 自己資本 2021年３月期 21,406百万円 2020年３月期 19,488百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2021年３月期 3,779 △1,551 △998 9,796

2020年３月期 4,093 △1,724 △961 8,530
　

　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2020年３月期 － 12.00 － 20.00 32.00 367 21.2 1.9

2021年３月期 － 12.00 － 0.00 12.00 137 6.7 0.7

2022年３月期(予想) － 0.00 － 0.00 0.00 －
　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

　本日公表の「三井化学株式会社及び三井物産株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する賛同
の意見表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のとおり、当社株式は上場廃止となる予定であるため、2022
年３月期の連結業績予想は記載しておりません。

　　



※ 注記事項

（１）期中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）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
　

　

（３）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 11,500,000株 2020年３月期 11,500,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期 23,212株 2020年３月期 23,106株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 11,476,848株 2020年３月期 11,476,894株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2021年３月期の個別業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 17,516 △3.8 2,237 36.7 2,860 26.3 2,256 21.8

2020年３月期 18,206 5.7 1,635 △3.1 2,264 △1.8 1,852 △2.3
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2021年３月期 196.59 －

2020年３月期 161.37 －
　

　

（２）個別財政状態

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 27,538 19,877 72.2 1,731.93

2020年３月期 25,809 17,988 69.7 1,567.34

(参考) 自己資本 2021年３月期 19,877百万円 2020年３月期 17,988百万円
　

　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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）
　 本日公表の「三井化学株式会社及び三井物産株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する賛同の意見
　表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のとおり、当社株式は上場廃止となる予定であるため、2022年３月期の連
　結業績予想は記載しておりません。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当期における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けました。外部需要を中心に回復の動

きがみられたものの、全体として業績は二極化しました。加えて流行の再拡大を受け景気回復が鈍化するなど、厳

しい状況が継続しました。

当社グループを取り巻く事業環境は、自動車市場が新型コロナウイルス感染症の影響を受け需要の落ち込みが継

続しましたが、情報関連財市場はゲーム機やパソコンが伸長しました。

またビタミンＥ向けクレゾール誘導品、光学レンズ材料も堅調な需要が継続しました。加えて、原油市況の下落

に伴い原材料価格の大幅な低下が見られました。

この結果、当社グループの当期の業績は、売上高20,478百万円(前期比3.8％減)、営業利益3,468百万円(同15.0％

増)、経常利益3,415百万円(同14.6％増)、親会社株主に帰属する当期純利益2,063百万円(同18.9％増)となりまし

た。
　
セグメント別の業績は、次のとおりであります。

なお、当期首より報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年度比較につきましては、前年度の数値を変

更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

詳細につきましては、（セグメント情報等）に記載のとおりであります。

＜化学品＞

・ビフェノール

ビフェノールは、パソコン、スマートフォンやデジタル家電等の情報通信機器の電子部品に用いられる液晶ポリ

マー（ＬＣＰ）や医療、航空機分野等で使用されるポリフェニルスルホン（ＰＰＳＵ）の原料として使用されてお

ります。

当期においては、新型コロナウイルス感染症の影響、円高・原料価格低下による売価下落があったものの、下期

にはＬＣＰやＰＰＳＵの生産回復もあり、売上高は前期を若干下回りました。

・クレゾール誘導品

クレゾール誘導品は、家畜用飼料の添加剤に使用されるビタミンＥの原料や電子材料及び酸化防止剤等の原料と

して使用されております。

当期においては、ビタミンＥ向け堅調も、酸化防止剤は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、更に円高・原

料価格低下による売価下落もあり、売上高は前期を下回りました。
　

この結果、化学品セグメントの売上高は、9,062百万円(前期比6.7％減)、総売上高に占める割合は44.3％となり、

セグメント利益は原燃料市況の大幅な下落等の影響により1,489百万円(同54.3％増)となりました。

＜機能材料＞

・電子材料

当社の電子材料は、半導体及びフラットパネルディスプレイ（液晶・有機ＥＬディスプレイ）等の製造過程で使

用されております。

当期においては、通信量増やゲーム機・パソコンの伸長を受け半導体中心に好調な需要が継続し、当社製品販売

も堅調に推移したため、売上高は前期を上回りました。
　

・光学材料用途特殊ビスフェノール

特殊ビスフェノールを原料とした樹脂は、耐熱性、光学特性に優れているため、特殊ポリカーボネート樹脂（光

学・電子部品用途向け）の原料として使用されております。

当期においては、光学・電子部品用途共に好調な需要が継続し、当社製品販売も堅調に推移したため、売上高は

前期を上回りました。
　
この結果、機能材料セグメントの売上高は、5,364百万円(前期比11.8％増)、総売上高に占める割合は26.2％とな

り、セグメント利益は1,094百万円(同8.6％増)となりました。
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＜工業材料＞

・特殊ビスフェノール

特殊ビスフェノールは様々な用途に使用されており、主なものに成形材や自動車部品用途向けポリカーボネート

原料があります。

　当期においては、成形材向けが漸増している一方、新型コロナウイルス感染症の影響により自動車部品用途の需

要が落ち込み、売上高は前年を下回りました。
　

・受託品

受託品の売上高はほぼ前期並みとなりました。
　
この結果、工業材料セグメントの売上高は、5,696百万円(前期比10.2％減)、総売上高に占める割合は27.8％とな

り、セグメント利益は1,576百万円(同11.2％減)となりました。

＜その他＞

販売用役等のその他セグメントの売上高は354百万円(前期比17.0％減)、総売上高に占める割合は1.7％となり、

セグメント利益は8百万円(同76.7％減)となりました。

（２）当期の財政状態の概況

流動資産は、現預金の増加（1,266百万円）等により、対前期比1,174百万円増加し、20,800百万円となりまし

た。

固定資産は、有形固定資産の増加（425百万円）等により、対前期比468百万円増加し、10,470百万円となりま

した。

この結果、資産合計は対前期比1,642百万円増加し、31,271百万円となりました。

負債合計は、買掛金の減少（556百万円）、未払法人税等の増加（214百万円）、設備関係未払金の増加（88百

万円）等により、対前期比255百万円減少し、7,893百万円となりました。

純資産は、利益剰余金の増加（1,695百万円）、為替換算調整勘定の増加（174百万円）等により、対前期比

1,897百万円増加し、23,378百万円となりました。

この結果、自己資本比率は68.5％となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

営業活動によるキャッシュ・フローは、対前期比313百万円減少し、3,779百万円の収入となりました。これは

主に売上債権の増加、棚卸資産の減少、仕入債務の減少等によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、対前期比173百万円増加し、1,551百万円の支出となりました。これは

主に有形固定資産の取得により支出が減少したこと等によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、対前期比36百万円減少し、998百万円の支出となりました。これは主に

配当金の支払により支出が増加したこと等によるものであります。

　この結果、現金及び現金同等物の当期末残高は対前期比1,266百万円増加し、9,796百万円になりました。

（４）今後の見通し

本日公表の「三井化学株式会社及び三井物産株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する賛同の意見

表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のとおり、当社株式は上場廃止となる予定であるため、2022年３月期の連

結業績予想は記載しておりません。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。

　なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）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)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,530 9,796

売掛金 6,154 6,720

商品及び製品 3,402 2,776

仕掛品 365 322

原材料及び貯蔵品 1,082 1,001

その他 90 182

流動資産合計 19,626 20,800

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,232 5,424

減価償却累計額 △3,224 △3,367

建物及び構築物（純額） 2,008 2,057

機械装置及び運搬具 36,398 37,424

減価償却累計額 △30,606 △32,093

機械装置及び運搬具（純額） 5,792 5,331

土地 543 549

建設仮勘定 488 1,310

その他 1,607 1,715

減価償却累計額 △1,358 △1,456

その他（純額） 249 259

有形固定資産合計 9,082 9,508

無形固定資産

その他 36 29

無形固定資産合計 36 29

投資その他の資産

投資有価証券 14 14

繰延税金資産 749 793

その他 120 125

投資その他の資産合計 883 933

固定資産合計 10,002 10,470

資産合計 29,629 31,271
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,174 1,618

短期借入金 1,000 1,000

未払金 525 566

未払法人税等 407 622

設備関係未払金 339 427

役員賞与引当金 37 35

その他 708 710

流動負債合計 5,192 4,980

固定負債

リース債務 685 608

退職給付に係る負債 2,188 2,227

その他 81 77

固定負債合計 2,955 2,913

負債合計 8,148 7,893

純資産の部

株主資本

資本金 1,500 1,500

資本剰余金 1,013 1,013

利益剰余金 17,139 18,835

自己株式 △14 △14

株主資本合計 19,638 21,334

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △89 84

退職給付に係る調整累計額 △60 △12

その他の包括利益累計額合計 △150 71

非支配株主持分 1,991 1,971

純資産合計 21,480 23,378

負債純資産合計 29,629 31,271
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 21,284 20,478

売上原価 15,969 14,726

売上総利益 5,315 5,751

販売費及び一般管理費 2,298 2,283

営業利益 3,016 3,468

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 3 10

為替差益 － 7

スクラップ売却益 2 2

投資有価証券売却益 36 －

受取保険金 32 5

その他 2 1

営業外収益合計 77 26

営業外費用

支払利息 36 33

為替差損 14 －

撤去費用 46 37

固定資産除却損 14 7

その他 0 0

営業外費用合計 112 79

経常利益 2,981 3,415

税金等調整前当期純利益 2,981 3,415

法人税、住民税及び事業税 839 1,024

法人税等調整額 △37 △64

法人税等合計 802 959

当期純利益 2,178 2,456

非支配株主に帰属する当期純利益 443 393

親会社株主に帰属する当期純利益 1,735 2,063
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 2,178 2,456

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △45 －

為替換算調整勘定 △181 316

退職給付に係る調整額 △13 48

その他の包括利益合計 △240 364

包括利益 1,937 2,821

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,576 2,285

非支配株主に係る包括利益 361 535
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（３）連結株主資本等変動計算書

　 前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配株

主持分

純資産合

計資本金
資本剰余

金

利益剰余

金
自己株式

株主資本

合計

その他有

価証券

評価差額

金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計

額

その他の

包括利益

累計額合

計

当期首残高 1,500 1,013 15,748 △14 18,247 45 10 △46 8 2,174 20,430

当期変動額

剰余金の配当 △344 △344 △344

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,735 1,735 1,735

自己株式の取得 － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△45 △100 △13 △158 △182 △341

当期変動額合計 － － 1,391 － 1,391 △45 △100 △13 △158 △182 1,050

当期末残高 1,500 1,013 17,139 △14 19,638 － △89 △60 △150 1,991 21,480

　 当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配株

主持分

純資産合

計資本金
資本剰余

金

利益剰余

金
自己株式

株主資本

合計

その他有

価証券

評価差額

金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計

額

その他の

包括利益

累計額合

計

当期首残高 1,500 1,013 17,139 △14 19,638 － △89 △60 △150 1,991 21,480

当期変動額

剰余金の配当 △367 △367 △367

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,063 2,063 2,063

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ 174 48 222 △20 202

当期変動額合計 － － 1,695 △0 1,695 － 174 48 222 △20 1,897

当期末残高 1,500 1,013 18,835 △14 21,334 － 84 △12 71 1,971 23,378
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,981 3,415

減価償却費 1,503 1,470

固定資産除却損 14 7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 114 38

受取利息及び受取配当金 △3 △10

受取保険金 △32 △5

支払利息 36 33

投資有価証券売却損益（△は益） △36 －

売上債権の増減額（△は増加） △87 △536

たな卸資産の増減額（△は増加） 50 760

仕入債務の増減額（△は減少） 113 △562

その他 238 13

小計 4,893 4,624

利息及び配当金の受取額 3 10

保険金の受取額 32 5

利息の支払額 △36 △33

法人税等の支払額 △799 △827

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,093 3,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,906 △1,544

投資有価証券の売却による収入 144 －

その他 37 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,724 △1,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △343 △366

非支配株主への配当金の支払額 △543 △555

リース債務の返済による支出 △74 △76

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △961 △998

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,392 1,266

現金及び現金同等物の期首残高 7,138 8,530

現金及び現金同等物の期末残高 8,530 9,796
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（５）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。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(追加情報)

当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が2022年３月期の一定期間続くとの仮定のもと繰延税金

資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。なお、当仮定においては、翌連結会計年度の当社グルー

プの財政状態、経営成績に与える影響は軽微であると考えております。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響の見積りは不確実性が高く、終息遅延により当感染症の影響が長期化した場合には、翌連結会計年度の財政状

態、経営成績に重要な影響を与える可能性があります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、本店に製品別の事業部を置き、各事業部は所管する製品について、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。

従って、当社は、事業部を基礎とした製品別のセグメントで構成されており、「化学品」、「機能材料」及び「工

業材料」の３つを報告セグメントとしております。

「化学品」は、ビフェノール、クレゾール誘導品等を生産・販売しております。「機能材料」は、電子材料、光学

材料用途特殊ビスフェノール等を生産・販売しております。「工業材料」は、主にハイビス社の特殊ビスフェノール、

受託品等を生産・販売しております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における

記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

なお、当社グループは、内部管理上、事業セグメントに資産を配分しておりませんが、減価償却費及びのれんの償

却額は配分しております。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結
財務諸表
計上額
(注)３

化学品 機能材料 工業材料 計

売上高

外部顧客への売上高 9,714 4,796 6,346 20,857 427 21,284 － 21,284

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 9,714 4,796 6,346 20,857 427 21,284 － 21,284

セグメント利益 965 1,007 1,776 3,749 36 3,786 △769 3,016

その他の項目

減価償却費 324 391 696 1,412 17 1,430 73 1,503

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、販売用役等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△769百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△769百万円が含ま

れております。

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結
財務諸表
計上額
(注)３

化学品 機能材料 工業材料 計

売上高

外部顧客への売上高 9,062 5,364 5,696 20,123 354 20,478 － 20,478

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 9,062 5,364 5,696 20,123 354 20,478 － 20,478

セグメント利益 1,489 1,094 1,576 4,160 8 4,169 △701 3,468

その他の項目

減価償却費 288 376 733 1,399 19 1,418 52 1,470

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、販売用役等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△701百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△701百万円が含ま

れております。

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

報告セグメントの変更等に関する事項

　第１四半期連結会計期間より、従来「機能材料」に含まれていた特殊ビスフェノールの一部を「工業材料」に移管し

ております。

　なお、前連結会計年度のセグメント情報は、報告セグメント変更後の区分に基づき作成したものを開示しておりま

す。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 1,698.06円 1,865.21円

１株当たり当期純利益 151.22円 179.77円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権等潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

1,735 2,063

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

1,735 2,063

期中平均株式数(千株) 11,476 11,476

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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４．その他

（１）役員の異動

役員の異動につきましては、本日開示の「役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

　

　


