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1. 令和3年12月期第3四半期の連結業績（令和3年1月1日～令和3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 ％

3年12月期第3四半期 23,392 8.4 1,982 83.0 2,190 65.3 1,423 44.9

2年12月期第3四半期 21,573 △10.0 1,083 △11.9 1,324 △8.3 982 △4.2

（注）包括利益 3年12月期第3四半期　　2,274百万円 （―％） 2年12月期第3四半期　　194百万円 （△77.4％）

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

3年12月期第3四半期 164.51 ―

2年12月期第3四半期 113.64 ―

(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 ％

3年12月期第3四半期 44,441 28,999 64.9

2年12月期 42,939 27,079 62.7

（参考）自己資本 3年12月期第3四半期 28,856百万円 2年12月期 26,936百万円

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

2年12月期 ― ― ― 45.00 45.00

3年12月期 ― ― ―

3年12月期（予想） 50.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

3年12月期期末配当金の内訳　　　普通配当　45円00銭　　特別配当　5円00銭

3. 令和 3年12月期の連結業績予想（令和3年1月1日～令和3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 32,500 7.7 2,650 50.6 2,950 36.2 1,900 21.8 219.62

（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 ： 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） 3年12月期3Q 9,458,768 株 2年12月期 9,458,768 株

② 期末自己株式数 3年12月期3Q 804,996 株 2年12月期 810,588 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 3年12月期3Q 8,651,313 株 2年12月期3Q 8,644,288 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

　業績予想につきましては、発表日現在において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。また、添付資料３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」もご覧

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影響により依然として厳しい状

況で推移しました。景気の先行きについては、感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種を促進するなかで、各種政

策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待されるものの、国内外の感染症の動向やサ

プライチェーンを通じた影響による下振れリスクの高まりなど不透明な状況にあります。

　このような環境の中、当社グループにおいては本年度を初年度とする「中期経営計画2023」に基づいて、既存事

業の収益力向上などに努めた結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は233億92百万円（前年同期比8.4％増）、

営業利益は19億82百万円（前年同期比83.0％増）、経常利益は21億90百万円（前年同期比65.3％増）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は14億23百万円（前年同期比44.9％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

　なお、第１四半期連結会計期間より、経営管理方法を 適化するため、従来「アグリ」セグメントに含めており

ました製品の一部を「化学品」セグメントに、「化学品」セグメントに含めておりました製品の一部を「アグリ」

セグメントに区分を変更しております。

　また、「化学品」セグメント内の区分整理を行い、従来「機能性材料」に含めておりました製品の一部を「水処

理薬剤」に、「その他化学品」に含めておりました製品の一部を「水処理薬剤」、「機能性材料」に区分を変更し

ております。

　以下の前年同期比較については、前年同四半期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。

（アグリ）

　肥料の販売数量が海外原料市況の上昇に伴う値上がりを見越した駆け込み需要の影響などで増加したことによ

り、売上高は66億56百万円と前年同期に比べ9.7％の増加となりました。

（化学品）

　水処理薬剤は、販売数量が超高塩基度ポリ塩化アルミニウムなどの好調な出荷により増加し、売上高は62億76百

万円と前年同期に比べ1.4％の増加となりました。

　機能性材料は、生産調整が続いていたスマートフォン向け高純度酸化タンタルと新型コロナウイルス感染症によ

り一時的に需要が低迷した自動車関連セラミック繊維向け高塩基性塩化アルミニウムの販売数量が回復し、売上高

は41億44百万円と前年同期に比べ63.4％の大幅な増加となりました。

　その他化学品の売上高は１億42百万円と前年同期に比べ12.2％の減少となりました。

　それらの結果、売上高は105億62百万円と前年同期に比べ18.8％の大幅な増加となりました。

（建材）

　石こうボードの販売数量が減少したことに加え、販売価格が下落したことにより、売上高は21億２百万円と前年

同期に比べ5.9％の減少となりました。

（石油）

　燃料油の販売数量は減少したものの、原油価格の上昇による販売価格の値上がりにより、売上高は13億93百万円

と前年同期に比べ3.8％の増加となりました。

（不動産）

　ショッピングセンターの賃料収入が、リニューアル工事に伴い減少したことなどにより、売上高は９億42百万円

と前年同期に比べ18.1％の大幅な減少となりました。

（運輸）

　荷動きが低調に推移したことにより、売上高は17億34百万円と前年同期に比べ8.2％の減少となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、444億41百万円（前連結会計年度末比15億２百万円増）となりまし

た。流動資産は、受取手形及び売掛金が８億０百万円減少したことなどにより、213億76百万円（前連結会計年度

末比５億22百万円減）となりました。固定資産は、有形固定資産が10億89百万円、投資有価証券が10億１百万円そ

れぞれ増加したことなどにより、230億65百万円（前連結会計年度末比20億24百万円増）となりました。

　負債の部は、賞与引当金が２億８百万円、繰延税金負債が２億34百万円それぞれ増加しましたが、預り保証金が

２億75百万円減少したことなどにより、154億41百万円（前連結会計年度末比４億18百万円減）となりました。

　純資産の部は、利益剰余金が10億34百万円、その他有価証券評価差額金が８億45百万円それぞれ増加したことな

どにより、289億99百万円（前連結会計年度末比19億20百万円増）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想及び配当予想につきましては、第３四半期連結累計期間の業績などを踏まえ、令和３年２月８日に

公表しました通期連結業績予想及び配当予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（令和３年10月28

日）別途開示しております「通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(令和２年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(令和３年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,426 6,610

受取手形及び売掛金 8,302 7,501

電子記録債権 1,496 1,569

有価証券 － 100

商品及び製品 2,866 2,691

仕掛品 205 210

原材料及び貯蔵品 2,191 2,251

その他 421 449

貸倒引当金 △10 △9

流動資産合計 21,898 21,376

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 20,118 20,402

減価償却累計額 △15,200 △15,259

建物及び構築物（純額） 4,918 5,142

機械装置及び運搬具 16,473 16,650

減価償却累計額 △14,532 △14,869

機械装置及び運搬具（純額） 1,941 1,780

工具、器具及び備品 1,458 1,487

減価償却累計額 △1,322 △1,345

工具、器具及び備品（純額） 136 142

土地 6,420 6,419

リース資産 455 454

減価償却累計額 △22 △42

リース資産（純額） 433 411

建設仮勘定 29 1,071

有形固定資産合計 13,878 14,968

無形固定資産

ソフトウエア 20 538

水道施設利用権等 11 10

ソフトウエア仮勘定 455 19

無形固定資産合計 486 568

投資その他の資産

投資有価証券 6,241 7,243

繰延税金資産 216 99

その他 254 222

貸倒引当金 △36 △36

投資その他の資産合計 6,675 7,528

固定資産合計 21,040 23,065

資産合計 42,939 44,441

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
(令和２年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(令和３年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,430 4,310

短期借入金 373 375

1年内返済予定の長期借入金 71 60

リース債務 34 34

未払金 1,179 1,117

未払法人税等 394 312

未払消費税等 178 96

賞与引当金 42 250

その他 607 570

流動負債合計 7,313 7,127

固定負債

長期借入金 515 455

リース債務 442 419

繰延税金負債 438 673

退職給付に係る負債 3,850 3,745

預り保証金 3,109 2,834

その他 189 186

固定負債合計 8,547 8,314

負債合計 15,860 15,441

純資産の部

株主資本

資本金 2,147 2,147

資本剰余金 1,342 1,372

利益剰余金 22,361 23,395

自己株式 △742 △736

株主資本合計 25,109 26,179

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,854 2,700

退職給付に係る調整累計額 △27 △23

その他の包括利益累計額合計 1,827 2,676

非支配株主持分 143 143

純資産合計 27,079 28,999

負債純資産合計 42,939 44,441
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　令和２年１月１日

　至　令和２年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　令和３年１月１日
　至　令和３年９月30日)

売上高 21,573 23,392

売上原価 16,277 17,124

売上総利益 5,296 6,268

販売費及び一般管理費 4,212 4,285

営業利益 1,083 1,982

営業外収益

受取利息 4 4

受取配当金 204 158

その他 67 85

営業外収益合計 276 249

営業外費用

支払利息 9 9

固定資産除却損 18 21

その他 7 11

営業外費用合計 35 41

経常利益 1,324 2,190

特別利益

固定資産売却益 14 －

特別利益合計 14 －

特別損失

減損損失 － 7

投資有価証券評価損 25 5

固定資産除却損 － 172

特別損失合計 25 184

税金等調整前四半期純利益 1,313 2,005

法人税、住民税及び事業税 436 610

法人税等調整額 △106 △29

法人税等合計 329 580

四半期純利益 983 1,424

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 982 1,423

（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　令和２年１月１日

　至　令和２年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　令和３年１月１日
　至　令和３年９月30日)

四半期純利益 983 1,424

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △792 845

退職給付に係る調整額 4 3

その他の包括利益合計 △788 849

四半期包括利益 194 2,274

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 193 2,273

非支配株主に係る四半期包括利益 0 1

（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。

（追加情報）

（会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症は、経済、企業活動に広範な影響を与えており、当社グループの事業活動にも影響

を及ぼしております。

　このような状況が、当連結会計年度中は一定期間継続するものと仮定して、需要を予測した上で固定資産の減

損や繰延税金資産の回収可能性等にかかる会計上の見積りを行った結果、新型コロナウイルス感染症による重要

な影響はないと判断しております。

　なお、現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を行っておりますが、新

型コロナウイルス感染症の再拡大や収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの見積り

と異なる場合があります。
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