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1. 2021年12月期第2四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年6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12月期第2四半期 12,752 17.8 180 ― 187 ― 174 ―

2020年12月期第2四半期 10,824 △22.0 △2,294 ― △2,987 ― △3,033 ―

（注）包括利益 2021年12月期第2四半期　　115百万円 （―％） 2020年12月期第2四半期　　△3,169百万円 （―％）

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12月期第2四半期 8.82 ―

2020年12月期第2四半期 △153.63 ―

(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12月期第2四半期 31,654 7,395 23.4

2020年12月期 30,785 7,280 23.6

（参考）自己資本 2021年12月期第2四半期 7,395百万円 2020年12月期 7,280百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年12月期 ― 0.00

2021年12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 ： 有

2021年12月期（予想）について、期末は復配（金額は未定）を目指しております。

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12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 23,700 6.6 330 ― 220 ― 220 ― 11.14

（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（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 ： 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12月期2Q 22,400,000 株 2020年12月期 22,400,000 株

② 期末自己株式数 2021年12月期2Q 2,650,747 株 2020年12月期 2,650,747 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期2Q 19,749,253 株 2020年12月期2Q 19,749,255 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、当法人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、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」をご覧下さい。
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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２四半期連結累計期間(2021年１月１日～2021年６月30日)のわが国経済は、製造業を中心に経済活動に継

続的な持ち直しの動きが見られたものの、原油相場の上昇による影響、新型コロナウイルスの感染拡大が早期に

収束する見込みは立っておらず、先行きについては依然として不透明な状況が続いております。

当社グループ損益に大きく影響する原油相場は、年初のUS$50/bbl台前半から６月にはUS$70/bbl台半ばまで高

騰しました。

このような状況下、当第２四半期連結累計期間の業績は、前年同期比において、

（ワックス販売）

国内は、数量では1,240トン増の16,586トン、売上高では249百万円増の5,290百万円、

輸出は、数量では3,972トン増の21,946トン、売上高では586百万円増の3,526百万円。

（重油販売）

数量では14,231キロリットル増の78,566キロリットル、売上高では1,076百万円増の3,837百万円。

（総売上高）

その他商品を含めて1,928百万円増の12,752百万円となりました。

（損益）

前第2四半期連結累計期間におけるワックス販売大幅減、原油価格の急落によるデリバティブ損失及び棚卸資

産評価損の計上が解消されたため、営業損益は2,474百万円増の営業利益180百万円、経常損益は3,174百万円

増の経常利益187百万円、親会社株主に帰属する四半期純損益は3,208百万円増の純利益174百万円となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

①　財政状態

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比較して868百万円増加の31,654百万

円となりました。これは主として現金及び預金の増加額398百万円、受取手形及び売掛金の増加額116百万円、

たな卸資産の増加額487百万円等によるものです。

これに対して負債合計は、前連結会計年度末に比較して753百万円増加の24,258百万円となりました。これは

主として短期借入金の増加額68百万円、流動負債その他の増加額625百万円、長期借入金の増加額211百万円等

によるものです。

また純資産合計は、前連結会計年度末に比較して115百万円増加の7,395百万円となりました。これは主とし

て利益剰余金の増加額174百万円、繰延ヘッジ損益による減少額106百万円等によるものです。

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

比較して398百万円増加し1,800百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、589百万円（前年同期は1,339百万円の支出）となりました。これは主と

して税金等調整前四半期純利益186百万円、減価償却費481百万円、売上債権の増加額111百万円、たな卸資

産の増加額475百万円、未払金の増加額226百万円、未払消費税等の増加額239百万円等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、366百万円（前年同期比132百万円の支出増加）となりました。これは有

形及び無形固定資産の取得による支出367百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、152百万円（前年同期比1,750百万円の収入減少）となりました。これは

主として短期借入金の純減額22百万円、長期借入れによる収入800百万円、長期借入金の返済による支出558

百万円等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年２月26日に公表いたしました通期業績予想につきましては、現時点では変更ございません。

なお、本日公表の「2021年12月期第2四半期業績予想と実績値との差異及び中間配当の見送りに関するお知ら

せ」をご参照下さい。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,401 1,800

受取手形及び売掛金 3,199 3,316

商品及び製品 6,509 6,164

原材料及び貯蔵品 2,647 3,479

その他 645 265

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 14,400 15,023

固定資産

有形固定資産

土地 9,336 9,340

その他（純額） 6,307 6,489

有形固定資産合計 15,643 15,830

無形固定資産 91 104

投資その他の資産 650 696

固定資産合計 16,385 16,630

資産合計 30,785 31,654

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,221 1,217

短期借入金 14,958 15,026

未払法人税等 － 26

賞与引当金 72 57

修繕引当金 73 10

その他 1,506 2,132

流動負債合計 17,831 18,472

固定負債

長期借入金 2,908 3,120

再評価に係る繰延税金負債 2,576 2,576

退職給付に係る負債 136 63

その他 51 26

固定負債合計 5,673 5,786

負債合計 23,505 24,258

純資産の部

株主資本

資本金 1,120 1,120

資本剰余金 80 80

利益剰余金 928 1,102

自己株式 △674 △674

株主資本合計 1,454 1,628

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 39 81

繰延ヘッジ損益 △12 △118

土地再評価差額金 5,876 5,876

為替換算調整勘定 △77 △72

その他の包括利益累計額合計 5,825 5,766

純資産合計 7,280 7,395

負債純資産合計 30,785 31,654

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

- 3 -

日本精蝋株式会社（5010）2021年12月期 第２四半期決算短信



（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 10,824 12,752

売上原価 11,894 11,196

売上総利益又は売上総損失（△） △1,070 1,556

販売費及び一般管理費 1,224 1,375

営業利益又は営業損失（△） △2,294 180

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 9 10

受取保険金 23 18

受取賃貸料 8 8

為替差益 － 45

その他 22 25

営業外収益合計 63 108

営業外費用

支払利息 84 83

デリバティブ損失 618 －

為替差損 45 －

その他 8 18

営業外費用合計 756 101

経常利益又は経常損失（△） △2,987 187

特別利益

固定資産売却益 4 －

補助金収入 14 －

特別利益合計 19 －

特別損失

固定資産除却損 12 0

特別損失合計 12 0

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（△）
△2,979 186

法人税等 54 12

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,033 174

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又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△3,033 174

（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）
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,033 174

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △51 42

繰延ヘッジ損益 △70 △106

為替換算調整勘定 △12 4

その他の包括利益合計 △135 △58

四半期包括利益 △3,169 115

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,169 115

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６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（△）
△2,979 186

減価償却費 487 481

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 3 △14

修繕引当金の増減額（△は減少） △70 △62

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 23 △73

受取利息及び受取配当金 △9 △10

受取保険金 △23 △18

支払利息 84 83

為替差損益（△は益） 12 △9

固定資産売却損益（△は益） △4 －

固定資産除却損 12 0

補助金収入 △14 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,207 △111

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,772 △475

仕入債務の増減額（△は減少） △1,989 △8

未払金の増減額（△は減少） 470 226

未払消費税等の増減額（△は減少） △45 239

その他 △194 165

小計 △1,258 598

利息及び配当金の受取額 9 10

保険金の受取額 23 18

利息の支払額 △87 △85

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △26 47

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,339 589

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △395 △367

有形固定資産の売却による収入 148 －

補助金による収入 14 －

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他 △0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △234 △366

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） 2,711 △22

長期借入れによる収入 － 800

長期借入金の返済による支出 △581 △558

配当金の支払額 △97 △0

その他 △128 △66

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,903 152

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43 22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 286 398

現金及び現金同等物の期首残高 1,953 1,401

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,240 1,800

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症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の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６月30日）

　当社グループは、石油精製及び石油製品の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６月30日）

　当社グループは、石油精製及び石油製品の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。
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