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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 23,469 24.8 2,855 54.4 2,894 54.4 2,017 49.4

2020年３月期第３四半期 18,799 2.2 1,849 △18.7 1,874 △18.5 1,350 △16.3
(注)包括利益2021年３月期第３四半期 2,020百万円( 49.5％) 2020年３月期第３四半期 1,351百万円( △17.0％)

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３四半期 703.78 －

2020年３月期第３四半期 470.98 －
　

（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３月期第３四半期 26,418 14,614 55.3

2020年３月期 24,468 12,969 53.0
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 14,614百万円 2020年３月期 12,969百万円
　　　

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 － 60.00 － 60.00 120.00

2021年３月期 － 70.00 －

2021年３月期(予想) 70.00 140.00
(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 32,000 24.7 3,700 37.6 3,700 36.5 2,500 31.8 872.30
(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 ： 無
　

　

（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８ページ「（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３Ｑ 2,888,000株 2020年３月期 2,888,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 22,168株 2020年３月期 21,821株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 2,866,002株 2020年３月期３Ｑ 2,866,553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
（将来に関する記述等についてのご注意）

　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および合理的であると
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および業績予想のご利用にあたっ
ての事項等については添付資料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」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３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、樹脂原料や農薬中間体の増収により234億69百万円とな

り、前年同四半期連結累計期間（以下、「前年同四半期」）に比べて46億69百万円の増収となりました。

損益面におきましては、営業利益は28億55百万円（前年同四半期比10億５百万円増）、経常利益は28億94百万円

（同10億20百万円増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は20億17百万円（同６億66百万円増）となりました。

[セグメント別の売上高の概況]

区 分
前年同四半期

当第３四半期
連結累計期間

増 減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

精密化学品部門 9,862 52.5 14,774 63.0 4,912 49.8

機能材部門 2,684 14.3 2,335 9.9 △349 △13.0

機能樹脂部門 2,307 12.3 2,873 12.2 565 24.5

化成品部門 3,560 18.9 3,097 13.2 △463 △13.0

化学工業セグメント 18,415 98.0 23,081 98.3 4,665 25.3

その他 384 2.0 388 1.7 4 1.1

合 計 18,799 100.0 23,469 100.0 4,669 24.8

＜化学工業セグメント＞

当セグメントの売上高は、230億81百万円となり、前年同四半期と比べて46億65百万円の増収となりました。

(精密化学品部門)

樹脂原料や農薬中間体の出荷が引き続き堅調に推移したことにより、売上高は147億74百万円となり、前年同四

半期と比べて49億12百万円の増収となりました。

(機能材部門)

下期に入り接着剤およびゴム薬品ともに出荷は復調してきたものの上期に新型コロナウイルス感染症拡大の影

響を受けたため、売上高は23億35百万円となり、前年同四半期と比べて３億49百万円の減収となりました。

(機能樹脂部門)

紙用加工樹脂の販売は減少いたしましたが、ワニスは引き続き堅調に推移しており、売上高は28億73百万円と

なり、前年同四半期と比べて５億65百万円の増収となりました。

(化成品部門)

可塑剤は下期に入り需要は回復基調にありますが、原料価格に連動した販売価格の下落に加え、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響を受け、上期の出荷数量が減少したため、売上高は30億97百万円となり、前年同四半期

と比べて４億63百万円の減収となりました。

＜その他＞

化学分析受託事業の売上高は、作業環境測定や土壌調査などで増加したため、３億88百万円となり、前年同四半

期と比べて４百万円の増収となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比べて12億27百万円増加し、150億65百万円となりました。これは、主として棚

卸資産の減少を、好調なキャッシュ・フローによる現金及び預金ならびにその他に含まれる関係会社預託金の増加

が上回ったことによるものです。

固定資産は、主として播磨工場の新多目的工場建設によりその他に含まれる建設仮勘定が増加したことから、前

連結会計年度末と比べて７億21百万円増加し、113億52百万円となりました。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産額は264億18百万円となり、前連結会計年度末と比べて19億49百

万円の増加となりました。

（負債）

流動負債は、未払法人税等や賞与引当金は減少したものの、播磨工場の新多目的工場建設によりその他に含まれ

る設備関係債務が増加したことから、前連結会計年度末と比べて６億49百万円増加し、88億41百万円となりまし

た。

固定負債は、前連結会計年度末と比べて３億44百万円減少し、29億62百万円となりました。これは、主として長

期借入金の返済での減少によるものです。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比べて３億４百万円増加し、118億３

百万円となりました。

（純資産)

当第３四半期連結会計期間末の純資産額は、前連結会計年度末と比べて16億44百万円増加し、146億14百万円とな

りました。これは、主として利益剰余金の増加によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績動向を踏まえ、2020年10月28日に公表した2021年３月期通期連結業績予想につきまして、下記のとおり修

正いたしましたのでお知らせいたします。

通期業績予想の修正につ通期業績予想の修正につ通期業績予想の修正につ通期業績予想の修正につ通期業績予想の修正についいいいいててててて
2021年３月期連結業績予想数値の修正（2020年４月１日～2021年３月31日）

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

前回発表予想 (Ａ) 31,000 3,400 3,400 2,300 802.49

今回発表予想 (Ｂ) 32,000 3,700 3,700 2,500 872.30

増 減 額 (Ｂ－Ａ) 1,000 300 300 200

増 減 率 (%) 3.2 8.8 8.8 8.7

（ご参考）前期実績

（2020年３月期）
25,671 2,688 2,710 1,897 661.96

修正の理由

通期の連結業績予想につきましては引き続き新型コロナウイルス感染症の影響はあるものの、樹脂原料や農薬中

間体の引き続き堅調な出荷に加え、ゴム薬品や可塑剤の出荷数量の回復が見込まれるため、売上高は前回発表を上

回ると見込んでおります。

営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益は、増収に加え効率的な生産による原価の低減を行って

いることから、前回発表時の予想を上回る見込みです。
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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３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 684,591 799,518

受取手形及び売掛金 5,288,175 5,847,068

商品及び製品 3,836,605 3,144,055

仕掛品 439,718 23,477

原材料及び貯蔵品 1,828,523 2,119,424

その他 1,760,669 3,131,849

流動資産合計 13,838,285 15,065,394

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,453,335 8,772,039

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,446,437 △5,510,090

建物及び構築物（純額） 3,006,898 3,261,948

機械装置及び運搬具 22,056,013 22,206,744

減価償却累計額及び減損損失累計額 △17,749,766 △18,223,900

機械装置及び運搬具（純額） 4,306,247 3,982,844

その他 3,676,970 4,570,315

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,684,082 △1,786,687

その他（純額） 1,992,887 2,783,627

有形固定資産合計 9,306,033 10,028,420

無形固定資産 39,372 36,485

投資その他の資産

その他 1,285,995 1,288,478

貸倒引当金 △700 △700

投資その他の資産合計 1,285,295 1,287,778

固定資産合計 10,630,700 11,352,684

資産合計 24,468,986 26,418,078
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,174,380 5,031,521

1年内返済予定の長期借入金 300,000 351,750

未払法人税等 688,836 354,303

賞与引当金 453,079 231,382

その他 1,575,382 2,872,248

流動負債合計 8,191,678 8,841,205

固定負債

長期借入金 554,415 275,000

退職給付に係る負債 2,526,308 2,598,014

その他 226,590 89,753

固定負債合計 3,307,313 2,962,768

負債合計 11,498,992 11,803,973

純資産の部

株主資本

資本金 1,572,000 1,572,000

資本剰余金 1,008,755 1,008,755

利益剰余金 10,357,224 12,001,684

自己株式 △34,521 △38,535

株主資本合計 12,903,458 14,543,904

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 30,472 47,700

為替換算調整勘定 15,588 8,275

退職給付に係る調整累計額 20,474 14,224

その他の包括利益累計額合計 66,535 70,199

純資産合計 12,969,994 14,614,104

負債純資産合計 24,468,986 26,418,078

　



田岡化学工業株式会社(4113) 2021年３月期 第３四半期決算短信

－6－

（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

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 18,799,993 23,469,137

売上原価 14,658,119 18,267,471

売上総利益 4,141,874 5,201,666

販売費及び一般管理費 2,292,558 2,346,527

営業利益 1,849,315 2,855,138

営業外収益

受取利息 1,937 2,054

受取配当金 16,079 19,504

その他 22,251 24,012

営業外収益合計 40,268 45,571

営業外費用

支払利息 3,947 2,959

その他 10,860 2,802

営業外費用合計 14,807 5,762

経常利益 1,874,776 2,894,947

特別損失

固定資産除却損 13,307 84,134

特別損失合計 13,307 84,134

税金等調整前四半期純利益 1,861,468 2,810,812

法人税、住民税及び事業税 423,655 709,723

法人税等調整額 87,736 84,049

法人税等合計 511,391 793,772

四半期純利益 1,350,076 2,017,040

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 1,350,076 2,017,040
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 1,350,076 2,017,040

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 860 17,227

為替換算調整勘定 422 △7,313

退職給付に係る調整額 432 △6,250

その他の包括利益合計 1,714 3,663

四半期包括利益 1,351,791 2,020,704

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,351,791 2,020,704

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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）

原価差額の繰延処理

操業度等の季節的な変動に起因した原価差異が発生し、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれる場合に

は、当該原価差異を繰り延べております。

　


