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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における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影響により、極めて

厳しい状況にありました。その後、欧米の景気は回復に向かいましたが、回復のペースは鈍く、先行き不透明な状況

が続いています。一方、中国では、経済活動を再開したため、景気回復が持続しています。 

日本経済は、緊急事態宣言解除後に持ち直しの動きが見られましたが、設備投資や企業収益、雇用は、弱含みとな

り、本格的な回復までに時間を要する見通しとなっております。 

 このような受注環境が厳しい中、当社グループにおきましても、新型コロナウイルス感染症の影響により、減収

減益は避けられない状況となり、経費削減等によるコストダウンを実施しながら、拡販に努めて参りました。 

 当社グループの海外事業は、中国での製紙用薬品事業が堅調であるものの、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、販売数量の減少があり、売上高は前年同四半期に比べ減少しました。利益面でも、売上高が減少したため、前

年同四半期に比べて減少しました。 

 国内事業も、新型コロナウイルス感染症の影響により、販売数量の減少があり、売上高、利益面とも前年同四半

期に比べ減少しました。  

その結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は301億5百万円となり、前年同四半期

に比べ68億7千5百万円(△18.6％)の減収となりました。 

利益面では、営業利益は3億5千6百万円となり、前年同四半期に比べ18億8千2百万円（△84.1％）の減益となりま

した。経常利益は、為替差損や持分法投資損失を営業外費用として計上したことにより、1億5千7百万円となり、前

年同四半期に比べ21億4千万円（△93.2％）の減益となりました。 

また、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を特別利益として計上したことにより、3億4千

3百万円となり、前年同四半期に比べ12億6百万円（△77.8％）の減益となりました。 

 

 

(前年同期間比)                                     (単位：百万円) 

 前第2四半期（Ａ） 当第2四半期（Ｂ） 増減額（Ｂ－Ａ） 増減率（％） 

売上高 36,981 30,105 △6,875 △18.6 

営業利益 2,238 356 △1,882 △84.1 

経常利益 2,297 157 △2,140 △93.2 

親会社株主に帰属
する四半期純利益 

1,549 343 △1,206 △77.8 

 

 

 

当社グループの部門別経営成績の概況は次の通りであります。 

① 樹脂化成品                                      (単位：百万円) 

 前第2四半期（Ａ） 当第2四半期（Ｂ） 増減額（Ｂ－Ａ） 増減率（％） 

売上高 9,420 7,009 △2,410 △25.6 

営業利益 
又は損失（△） 

359 △358 △718 － 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国内の印刷インキ業界では商業用印刷や新聞発行部数が減少しました。

塗料業界では、建築向け塗料の生産が減少しました。合成ゴム業界では、自動車タイヤ向けスチレンブタジエンゴ

ムの生産量が減少しました。 

当部門では、機能性ナノ粒子分散液の販売が堅調に推移したものの、印刷インキ用樹脂、塗料用樹脂、合成ゴム

用乳化剤の販売が大幅に減少し、前年同四半期に比べ売上高は減少しました。 

また、営業利益につきましては、売上高減、主原材料価格の上昇により営業損失となりました。 

その結果、当部門の売上高は、70億9百万円となり、前年同四半期に比べ24億1千万円(△25.6％)の減収となりま

した。営業損失は3億5千8百万円と前年同四半期に比べ7億1千8百万円の減益となりました。 
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② 製紙用薬品                                                                       (単位：百万円) 

 前第2四半期（Ａ） 当第2四半期（Ｂ） 増減額（Ｂ－Ａ） 増減率（％） 

売上高 9,377 8,681 △696 △7.4 

営業利益 843 846 3 0.4 

国内の製紙業界は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、板紙および印刷情報用紙の需要がいずれも低迷し、

紙、板紙生産量は、前年同四半期に比べ減少しました。中国、米国も国内同様に紙、板紙生産量は前年同四半期に

比べ減少しました。 

当部門の売上高は、中国が引き続き堅調に推移したものの、国内および米国は減少したため、前年同四半期に比

べ減少しました。 

その結果、当部門の売上高は、86億8千1百万円となり、前年同四半期に比べ6億9千6百万円(△7.4％)の減収とな

りました。営業利益は、8億4千6百万円と中国が引き続き堅調に推移したことにより前年同四半期に比べ3百万円

（0.4％）の増益となりました。 

 

③ 電子材料                                       (単位：百万円) 

 前第2四半期（Ａ） 当第2四半期（Ｂ） 増減額（Ｂ－Ａ） 増減率（％） 

売上高 2,742 2,082 △659 △24.0 

営業利益 
又は損失（△） 

96 △37 △134 － 

新型コロナウイルス感染症の影響により半導体関連業界は、在宅勤務によるパソコン需要拡大など堅調に推移し

ました。一方、同感染症により自動車業界の生産台数は、前年同四半期に比べ大幅に減少しました。 

当部門では、前年同四半期に比べ売上高は、半導体用機能性樹脂の販売は増加しましたが、ソルダペースト、導

電性ペースト、自動車熱交換器用のろう付け材料が減少しました。 

その結果、当部門の売上高は、20億8千2百万円となり、前年同四半期に比べ6億5千9百万円(△24.0％)の減収と

なりました。営業損失は3千7百万円と前年同四半期に比べ1億3千4百万円の減益となりました。 

 

④ ローター                                                                      (単位：百万円) 

 前第2四半期（Ａ） 当第2四半期（Ｂ） 増減額（Ｂ－Ａ） 増減率（％） 

売上高 14,519 11,526 △2,992 △20.6 

営業利益 1,023 167 △855 △83.6 

新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、粘接着剤用樹脂、出版印刷インキ用樹脂の販売数量は前年同四

半期に比べ減少しました。 

営業利益は、販売数量の減少に加え、アロマケミカル関連商品の原価率の上昇もあり、前年同四半期に比べて減

少しました。 

その結果、当部門の売上高は、115億2千6百万円で、前年同四半期に比べ29億9千2百万円(△20.6％)の減収とな

りました。 

営業利益は1億6千7百万円と前年同四半期に比べ8億5千5百万円（△83.6％）の減益となりました。 
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（2）財政状態に関する説明 

(単位：百万円) 

 2020年3月末（Ａ） 2020年9月末（Ｂ） 増減額（Ｂ－Ａ） 増減率（％） 

流動資産合計 36,482 34,848 △1,633 △4.5 

固定資産合計 34,912 33,390 △1,522 △4.4 

資産合計 71,395 68,239 △3,155 △4.4 

流動負債合計 26,567 20,321 △6,246 △23.5 

固定負債合計 7,081 11,218 4,136 58.4 

負債合計 33,649 31,539 △2,109 △6.3 

純資産合計 37,745 36,699 △1,046 △2.8 

負債純資産合計 71,395 68,239 △3,155 △4.4 

自己資本比率（％） 49.2 50.1 － 0.9 

 

当第2四半期連結会計期間末の総資産は前期末に比べ31億5千5百万円の減少となりました。自己資本比率は

50.1％となりました。増減の主なものは、流動資産では受取手形及び売掛金が21億8千5百万円、原材料及び貯蔵品

が6億1千6百万円減少し、固定資産では投資有価証券が9億2千1百万円減少しました。負債では短期借入金を長期借

入金に借換えたため、短期借入金が35億6千5百万円減少し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が

40億8千6百万円増加しております。 

 

 

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 世界経済は、当面、新型コロナウイルス感染症の影響が続くと見込まれ、先行きが不透明な状況が続いています。

日本経済においても、感染症の影響による厳しい状況が続くと見込まれます。  

なお、当期（2020年4月1日から2021年3月31日）の業績予想につきましては、本日（2020年10月30日）付で開示して

おります「第2四半期連結累計期間業績予想と実績との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」で数値

を修正しております。 
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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2四半期連結会計期間
(2020年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,006,886 5,001,146

受取手形及び売掛金 17,574,117 15,388,699

商品及び製品 5,829,328 6,009,479

原材料及び貯蔵品 7,108,562 6,492,314

その他 2,054,815 2,036,286

貸倒引当金 △91,054 △78,931

流動資産合計 36,482,655 34,848,995

固定資産

有形固定資産

土地 8,516,171 8,332,239

その他（純額） 14,598,875 14,238,748

有形固定資産合計 23,115,046 22,570,988

無形固定資産

その他 739,689 627,817

無形固定資産合計 739,689 627,817

投資その他の資産

投資有価証券 8,894,986 7,973,298

その他 2,165,480 2,220,874

貸倒引当金 △2,710 △2,710

投資その他の資産合計 11,057,756 10,191,463

固定資産合計 34,912,492 33,390,269

資産合計 71,395,148 68,239,265
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年3月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2020年9月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,863,043 7,194,972

短期借入金 12,384,064 8,818,883

1年内返済予定の長期借入金 1,327,939 816,687

未払法人税等 494,699 338,122

役員賞与引当金 81,730 24,530

その他 3,416,496 3,128,547

流動負債合計 26,567,973 20,321,744

固定負債

長期借入金 3,251,090 7,848,662

長期預り保証金 582,681 564,681

役員退職慰労引当金 487,135 4,093

退職給付に係る負債 996,831 548,156

資産除去債務 48,985 48,985

その他 1,714,579 2,203,644

固定負債合計 7,081,302 11,218,223

負債合計 33,649,275 31,539,967

純資産の部

株主資本

資本金 10,012,951 10,012,951

資本剰余金 9,767,709 9,765,361

利益剰余金 18,200,536 18,066,987

自己株式 △1,028,030 △998,288

株主資本合計 36,953,166 36,847,012

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 871,590 711,702

為替換算調整勘定 △2,439,491 △3,130,823

退職給付に係る調整累計額 △250,278 △236,381

その他の包括利益累計額合計 △1,818,180 △2,655,502

非支配株主持分 2,610,886 2,507,787

純資産合計 37,745,872 36,699,297

負債純資産合計 71,395,148 68,239,265
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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2四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月 1日
　至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月 1日
　至 2020年9月30日)

売上高 36,981,164 30,105,647

売上原価 27,590,995 23,144,914

売上総利益 9,390,169 6,960,733

販売費及び一般管理費 7,151,259 6,604,406

営業利益 2,238,910 356,327

営業外収益

受取利息 24,651 9,235

受取配当金 49,918 48,517

不動産賃貸料 57,513 17,110

為替差益 7,573 －

保険解約返戻金 58,620 －

その他 68,782 69,946

営業外収益合計 267,060 144,809

営業外費用

支払利息 147,882 129,271

持分法による投資損失 － 162,993

為替差損 － 36,419

その他 60,146 15,172

営業外費用合計 208,028 343,857

経常利益 2,297,941 157,279

特別利益

固定資産売却益 － 11,787

投資有価証券売却益 － 703,807

特別利益合計 － 715,595

税金等調整前四半期純利益 2,297,941 872,874

法人税、住民税及び事業税 516,343 317,775

法人税等調整額 20,723 78,271

法人税等合計 537,066 396,046

四半期純利益 1,760,874 476,828

非支配株主に帰属する四半期純利益 211,479 133,499

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,549,395 343,328
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四半期連結包括利益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月 1日
　至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月 1日
　至 2020年9月30日)

四半期純利益 1,760,874 476,828

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 69,843 △159,904

為替換算調整勘定 △778,814 △761,659

退職給付に係る調整額 12,354 14,171

持分法適用会社に対する持分相当額 8 17

その他の包括利益合計 △696,607 △907,375

四半期包括利益 1,064,266 △430,547

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 923,439 △493,993

非支配株主に係る四半期包括利益 140,826 63,446
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（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月 1日
　至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月 1日
　至 2020年9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 2,297,941 872,874

減価償却費 1,062,727 1,143,197

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40,970 △57,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,617 △1,838

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △19,221 △426,617

受取利息及び受取配当金 △74,570 △57,752

支払利息 147,882 129,271

為替差損益（△は益） △15,149 59,492

持分法による投資損益（△は益） △21,054 162,993

有形固定資産売却損益（△は益） △8,833 △12,190

投資有価証券売却損益（△は益） △2,267 △707,383

売上債権の増減額（△は増加） 2,004,651 1,985,442

たな卸資産の増減額（△は増加） 668,323 274,847

仕入債務の増減額（△は減少） △501,416 △1,569,860

その他 △447,659 △224,757

小計 5,054,001 1,570,518

利息及び配当金の受取額 80,701 67,306

利息の支払額 △151,943 △100,365

法人税等の支払額 △689,059 △514,528

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,293,699 1,022,930

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 △1,515,760 △1,158,481

有形固定資産の売却による収入 18,698 188,334

投資有価証券の取得による支出 △2,131 △21,810

投資有価証券の売却による収入 31,677 1,180,339

貸付金の回収による収入 17,943 12,042

その他 106,426 △67,365

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,343,146 133,057

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） △2,095,398 △3,498,117

長期借入れによる収入 2,552,029 4,736,355

長期借入金の返済による支出 △1,080,469 △589,206

配当金の支払額 △487,379 △477,009

非支配株主への配当金の支払額 △108,966 △163,154

預り保証金の返還による支出 △16,900 △9,999

自己株式の取得による支出 △437,812 △99

その他 △36,593 △36,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,711,491 △37,560

現金及び現金同等物に係る換算差額 △107,751 △94,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,131,310 1,024,295

現金及び現金同等物の期首残高 3,289,240 3,911,095

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,420,550 4,935,391
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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。 

 

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) 

   該当事項はありません。 

 

(セグメント情報等) 

Ⅰ 前第2四半期連結累計期間（自  2019年4月1日  至  2019年9月30日） 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                                 （単位：千円） 

 

報告セグメント 
その他 

（注1） 
合計 

調整額 

（注2） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注3） 
樹脂化成品 製紙用薬品 電子材料 ローター 計 

売上高          

（1)外部顧客に

対する売上高 
9,420,445 9,377,833 2,742,155 14,519,075 36,059,509 870,635 36,930,145 51,019 36,981,164 

（2)セグメント

間の内部売上

高又は振替高 

107,680 36,668 － 31,544 175,894 60,641 236,536 △236,536 － 

計 9,528,126 9,414,502 2,742,155 14,550,619 36,235,404 931,277 37,166,681 △185,517 36,981,164 

セグメント利益 359,539 843,126 96,300 1,023,633 2,322,599 29,033 2,351,633 △112,723 2,238,910 

 

 

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間（自  2020年4月1日  至  2020年9月30日） 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                                 （単位：千円） 

 
（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、主に「不動産管理事業」等を含んで

おります。 
（注2）セグメント利益又は損失(△)の調整額は、棚卸資産の調整額等が含まれております。 
（注3）セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

報告セグメント 
その他 

（注1） 
合計 

調整額 

（注2） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注3） 
樹脂化成品 製紙用薬品 電子材料 ローター 計 

売上高          

（1)外部顧客に

対する売上高 
7,009,927 8,681,553 2,082,902 11,526,207 29,300,590 775,577 30,076,168 29,479 30,105,647 

（2)セグメント

間の内部売上

高又は振替高 

94,046 42,664 － 226,127 362,837 78,840 441,678 △441,678 － 

計 7,103,973 8,724,217 2,082,902 11,752,335 29,663,428 854,417 30,517,846 △412,198 30,105,647 

セグメント利益 

 又は損失（△） 
△358,644 846,405 △37,986 167,902 617,677 15,207 632,884 △276,557 356,327 
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2021年3月期　　第2四半期決算短信
別紙ご参考資料

1．設備投資額

第2四半期(実績） 通期（実績） 第2四半期(実績） 通期（計画）

連結 17.8億円 36.8億円 9.3億円 20.0億円

2．減価償却実施額

第2四半期(実績） 通期（実績） 第2四半期(実績） 通期（計画）

連結 10.6億円 22.5億円 11.4億円 23.0億円

3．セグメント別売上高

第2四半期(実績） 通期（実績） 第2四半期(実績） 通期（計画）

樹脂化成品 94.2億円 181.8億円 70.0億円 142.0億円
製紙用薬品 93.7億円 189.2億円 86.8億円 181.0億円
電子材料 27.4億円 52.9億円 20.8億円 49.0億円
ローター 145.1億円 276.5億円 115.2億円 231.0億円
その他 8.7億円 17.2億円 7.7億円 17.0億円
調整額 0.5億円 0.0億円 0.2億円 -
合計 369.8億円 717.9億円 301.0億円 620.0億円

4．海外売上高

金額 比率 金額 比率

南北アメリカ 73.4億円 19.9% 55.4億円 18.4%
欧州 66.6億円 18.0% 52.2億円 17.4%

アジア、オセアニア 74.0億円 20.0% 66.0億円 21.9%
合計 214.0億円 57.9% 173.7億円 57.7%

2020/3期 2021/3期

2020/3期 2021/3期

2020/3期 2021/3期

2020/3期 2021/3期
第2四半期(実績） 第2四半期(実績）
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