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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020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 ％

2021年3月期第2四半期 40,244 △8.5 1,597 △13.6 1,219 △36.0 558 △49.8

2020年3月期第2四半期 43,995 0.6 1,848 △20.6 1,905 △21.0 1,110 △27.3

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　1,247百万円 （△5.7％） 2020年3月期第2四半期　　1,322百万円 （△40.2％）

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2四半期 33.18 ―

2020年3月期第2四半期 66.10 ―

(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2四半期 123,844 82,417 63.9 4,699.42

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2四半期 79,124百万円 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 80,900 △7.2 1,400 △65.1 900 △78.6 1,400 △44.8 83.25

（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 ： 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2Q 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2Q 162,846 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2Q 16,824,025 株 2020年3月期2Q 16,806,457 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。
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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の当社グループの業績は、新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛や自動車生

産台数の低迷などの影響を受け、全般にわたって低調に推移し、売上高は前年同期比8.5％減の40,244百万円、営

業利益は前年同期比13.6％減の1,597百万円、経常利益は前年同期比36.0％減の1,219百万円、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は前年同期比49.8％減の558百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は123,844百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,195百万円増加

いたしました。これは主として有形固定資産が3,299百万円増加したことによるものです。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は41,427百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,270百万円増

加いたしました。これは主として長期借入金が2,077百万円増加したことによるものです。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は82,417百万円となり、前連結会計年度末に比べ924百万円増

加いたしました。この結果、自己資本比率は63.9％（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、2020年９月24日に公表いたしました数値から変更ありません。
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（単位：百万円）

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 9,110 10,207

受取手形及び売掛金 25,491 23,122

商品及び製品 13,072 12,280

仕掛品 3,212 3,596

原材料及び貯蔵品 6,826 6,827

その他 1,079 1,291

貸倒引当金 △33 △34

流動資産合計 58,760 57,291

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,292 16,430

機械装置及び運搬具（純額） 11,946 13,699

土地 14,690 14,675

その他（純額） 7,517 7,940

有形固定資産合計 49,446 52,746

無形固定資産

のれん 1,420 1,349

その他 481 427

無形固定資産合計 1,901 1,777

投資その他の資産

投資有価証券 9,185 10,008

その他 2,384 2,049

貸倒引当金 △29 △29

投資その他の資産合計 11,539 12,029

固定資産合計 62,888 66,552

資産合計 121,648 123,844

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,017 7,458

短期借入金 9,238 9,351

未払法人税等 686 613

賞与引当金 1,244 1,260

その他の引当金 147 71

その他 6,104 5,897

流動負債合計 25,438 24,652

固定負債

長期借入金 8,918 10,995

環境対策引当金 127 129

退職給付に係る負債 5,202 5,171

その他 468 477

固定負債合計 14,717 16,774

負債合計 40,156 41,427

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２四半期連結会計期間
(2020年９月30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 39,046

自己株式 △376 △335

株主資本合計 76,587 76,851

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 2,542

繰延ヘッジ損益 3 △1

為替換算調整勘定 △181 △244

退職給付に係る調整累計額 △19 △23

その他の包括利益累計額合計 1,732 2,273

非支配株主持分 3,172 3,292

純資産合計 81,492 82,417

負債純資産合計 121,648 123,844
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 （単位：百万円）

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 43,995 40,244

売上原価 35,019 32,307

売上総利益 8,976 7,937

販売費及び一般管理費 7,127 6,340

営業利益 1,848 1,597

営業外収益

受取利息 6 7

受取配当金 145 149

その他 72 84

営業外収益合計 224 241

営業外費用

支払利息 41 39

為替差損 86 64

操業休止費用 － 442

その他 39 71

営業外費用合計 167 618

経常利益 1,905 1,219

特別利益

固定資産売却益 2 0

投資有価証券売却益 275 240

特別利益合計 278 240

特別損失

固定資産除却損 135 122

投資有価証券評価損 192 49

その他 2 2

特別損失合計 330 173

税金等調整前四半期純利益 1,853 1,286

法人税等 718 577

四半期純利益 1,135 708

非支配株主に帰属する四半期純利益 24 150

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,110 558

（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）

- 5 -

堺化学工業株式会社（4078）2021年３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　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 1,135 708

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 168 629

繰延ヘッジ損益 6 △8

為替換算調整勘定 4 △78

退職給付に係る調整額 6 △3

その他の包括利益合計 187 539

四半期包括利益 1,322 1,247

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,312 1,099

非支配株主に係る四半期包括利益 9 148

（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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（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２四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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