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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 37,316 △17.3 564 △35.6 495 △40.2 286 △48.1

2020年３月期第３四半期 45,112 △8.6 876 △9.1 828 △10.7 551 △8.8
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 521百万円( △1.3％) 2020年３月期第３四半期 528百万円( 120.2％)
　

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３四半期 33.49 －

2020年３月期第３四半期 64.49 －
　　

（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 27,196 10,800 39.7

2020年３月期 26,204 10,475 40.0
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 10,800百万円 2020年３月期 10,475百万円

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 － 11.00 － 12.00 23.00

2021年３月期 － 11.00 －

2021年３月期(予想) 0.00 11.00
(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）
2020年11月26日に公表した「支配株主である双日プラネット株式会社による当社株券等に対する公開買付けに係る

賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」において公表しているとおり、双日プラネット株式会社（以下、
「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下、「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以
下、「本公開買付け」といいます。）の結果について、2021年１月15日付「支配株主である双日プラネット株式会社
による当社株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」において公表しているとおり、本公開買付けが成立
したことから、その全てを取得することになった旨の報告を受けました。
公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより、当社は公開買付者の完全子会社とな

り、2021年２月12日をもって当社株式が上場廃止となる予定であることから、2021年３月期の連結業績予想は記載し
ておりません。

　　



※ 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

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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Ｐ．８「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３Ｑ 8,550,000株 2020年３月期 8,550,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 1,749株 2020年３月期 1,749株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 8,548,251株 2020年３月期３Ｑ 8,548,279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予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手している情報

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。なお、業績予想に関する事項は、Ｐ．２「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（2020年４月１日～2020年12月31日）における世界及びわが国経済は、新型コロナウ

イルスの新規感染が減少、再拡大を繰り返し、未だ先行きに対する警戒感は解けないものの、わが国を含む各国の

経済対策や開発中のワクチンへの期待等もあり、第３四半期以降、主要な生産財の需要が大きく持ち直し、それに

呼応して鉱工業生産も伸長しました。

このような状況下、当社グループにおきましても、当第３四半期におきましては、主要扱い品目であるプラスチ

ック原料の荷動きが急回復し、また製品案件及び海外事業も堅調に推移しました。リサイクル樹脂においても、経

済活動の回復に伴って、荷動きが戻ってきました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は37,316百万円（前年同期比17.3％減）、営業利益は564百万円

（同35.6％減）、経常利益は495百万円（同40.2％減）となり、前年同期比の減少幅は第２四半期連結累計期間の

減少幅より縮小しました。また、先の公開買付に伴う専門家費用等を特別損失として計上したことにより、親会社

株主に帰属する四半期純利益は286百万円（同48.1％減）となりました。

コロナ禍は、2020年年末近くより世界的に再拡大しており、一部の国でワクチンの承認や接種が開始されている

ものの、変異株の出現などで一層の警戒レベルに突入し、今後の各地域経済動向には引き続きの注視が必要と考え

ております。

（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27,196百万円となり、前連結会計年度末と比べ991百万円増加いたしま

した。その要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、投資有価証券の増加でありますが、これ

には、当第３四半期連結会計期末日が休日であったことの要因（以下「休日要因」という。）が含まれておりま

す。

負債は前連結会計年度末に比べ666百万円増加し、16,395百万円となりました。この要因は、支払手形及び買掛

金の増加によるものでありますが、これには休日要因として1,133百万円が含まれております。

純資産の部は利益剰余金の増加を主な要因として、前連結会計年度末より325百万円増加し10,800百万円となり、

自己資本比率は39.7％となりました。

当第３四半期連結会計期間末の金融機関からの借入金の総額は、短期借入金・長期借入金を合わせて4,645百万

円であり、総資産金額27,196百万円に対して17.1％であります。また、有利子負債／株主資本の比率は0.49倍とな

っており、会社の財政の健全性は確保されていると判断しております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

サマリー情報の「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）」に記載のとおり、

2021年１月15日付で、公開買付者より、本公開買付けの結果について、本公開買付けが成立し、その全ての買付け

を行う旨の報告を受けました。

公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより、当社は公開買付者の完全子会社とな

り、2021年２月12日をもって当社株式が上場廃止となる予定であることから、2021年３月期の連結業績予想は記載

しておりません。
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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 4,484,887 4,941,958

受取手形及び売掛金 13,051,850 13,214,072

電子記録債権 2,771,821 3,019,999

商品及び製品 2,562,217 2,467,372

仕掛品 20,531 27,633

原材料及び貯蔵品 34,612 41,422

その他 769,646 543,199

貸倒引当金 △1,380 △1,406

流動資産合計 23,694,186 24,254,251

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 652,583 652,930

減価償却累計額 △531,008 △540,363

建物及び構築物（純額） 121,574 112,567

機械装置及び運搬具 194,311 193,488

減価償却累計額 △175,252 △177,953

機械装置及び運搬具（純額） 19,059 15,535

工具、器具及び備品 152,423 153,367

減価償却累計額 △127,309 △131,675

工具、器具及び備品（純額） 25,114 21,692

土地 158,915 158,915

リース資産 184,218 194,015

減価償却累計額 △80,658 △95,194

リース資産（純額） 103,559 98,821

有形固定資産合計 428,223 407,532

無形固定資産

リース資産 19,905 15,020

その他 53,127 44,950

無形固定資産合計 73,032 59,970

投資その他の資産

投資有価証券 1,657,024 2,131,205

差入保証金 115,254 112,714

破産更生債権等 4,147 4,147

繰延税金資産 19,283 19,326

その他 219,256 213,148

貸倒引当金 △5,732 △5,877

投資その他の資産合計 2,009,234 2,474,664

固定資産合計 2,510,490 2,942,168

資産合計 26,204,677 27,196,419
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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 9,488,267 10,147,862

短期借入金 3,890,774 3,698,089

1年内返済予定の長期借入金 491,000 433,000

未払法人税等 155,476 36,356

賞与引当金 99,670 74,186

その他 405,692 499,429

流動負債合計 14,530,881 14,888,924

固定負債

長期借入金 332,000 514,000

役員退職慰労引当金 80,295 10,895

退職給付に係る負債 323,432 345,713

繰延税金負債 237,095 379,207

その他 225,453 256,898

固定負債合計 1,198,276 1,506,713

負債合計 15,729,157 16,395,638

純資産の部

株主資本

資本金 793,050 793,050

資本剰余金 723,962 723,962

利益剰余金 8,111,796 8,201,450

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 9,627,780 9,717,434

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 596,667 912,929

繰延ヘッジ損益 393 △498

為替換算調整勘定 250,679 170,915

その他の包括利益累計額合計 847,739 1,083,346

純資産合計 10,475,519 10,800,781

負債純資産合計 26,204,677 27,196,419
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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 45,112,452 37,316,667

売上原価 42,154,409 34,797,479

売上総利益 2,958,042 2,519,187

販売費及び一般管理費

運賃 231,054 205,098

役員報酬 107,686 108,774

給料 593,172 591,291

賞与 83,153 74,113

賞与引当金繰入額 73,862 72,549

退職給付費用 33,355 37,177

役員退職慰労引当金繰入額 4,350 800

福利厚生費 148,979 145,355

旅費及び交通費 71,513 35,786

賃借料 119,703 116,076

支払手数料 88,291 84,769

租税公課 46,001 39,344

減価償却費 65,285 59,342

貸倒引当金繰入額 － 26

その他 414,724 383,737

販売費及び一般管理費合計 2,081,134 1,954,243

営業利益 876,908 564,944

営業外収益

受取利息 3,192 2,111

受取配当金 37,481 37,144

仕入割引 249 108

持分法による投資利益 2,155 1,761

貸倒引当金戻入額 61 －

その他 17,435 19,358

営業外収益合計 60,575 60,485

営業外費用

支払利息 73,550 61,870

売上割引 10,375 7,799

為替差損 16,461 57,149

手形売却損 4,081 1,747

その他 4,849 1,498

営業外費用合計 109,318 130,065

経常利益 828,165 495,364
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(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)

特別利益

固定資産売却益 15 24

投資有価証券売却益 3,577 －

特別利益合計 3,592 24

特別損失

固定資産除却損 586 235

公開買付関連費用 － 28,238

特別損失合計 586 28,473

税金等調整前四半期純利益 831,171 466,915

法人税等 279,910 180,652

四半期純利益 551,261 286,263

親会社株主に帰属する四半期純利益 551,261 286,263
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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 551,261 286,263

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金（税引前） 163,592 463,921

繰延ヘッジ損益（税引前） 871 △1,306

為替換算調整勘定（税引前） △128,354 △72,410

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,832 △7,353

その他の包括利益に係る税効果額 △52,555 △147,243

その他の包括利益合計 △22,279 235,607

四半期包括利益 528,982 521,871

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 528,982 521,871
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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）

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）

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）

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）

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３四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する方法によっておりま

す。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（セグメント情報等）

当社及び連結子会社の事業は、合成樹脂関連商品の販売等並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

双日プラネット株式会社(以下「双日プラネット」といいます。)は、2020年11月27日から当社の普通株式(以下

「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下 「本公開買付け」といいます。)を行い、その結果、本公開

買付けの決済の開始日である2021年１月21日をもって、当社株式7,748,498株(当社の総株主の議決権に対する双日

プラネットの所有する当社株式に係る議決権の割合(注１)90.64％)を所有するに至り、当社の特別支配株主となっ

ております。

2021年１月21日、双日プラネットは、当社株式を非公開化するための取引の一環として、会社法(平成17年法律

第86号。その後の改正を含みます。)第179条に基づき、当社の株主 (双日プラネット及び当社を除きます。)の全

員に対し、その有する当社株式の全部を双日プラネットに売り渡すことの請求(以下「本株式売渡請求」といいま

す。)を行うことを決定し、当社は、2021年１月26日開催の取締役会において本株式売渡請求を承認する旨の決議

をいたしました。

また、本株式売渡請求の承認により、当社株式は株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に該当することとな

り、2021年２月12日をもって上場廃止となる予定です。

(注１) 当社が2020年11月12日に提出した第92期第２四半期報告書（以下「当社第２四半期報告書」といいま

す。）に記載された2020年９月30日現在の当社の発行済株式総数（8,550,000株）から当社が2020年10月

28日に公表した「2021年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「当社第２四半期決

算短信」といいます。）に記載された2020年９月30日現在の当社が所有する自己株式数（1,749株）を控

除した数（8,548,251株）に係る 議決権の数(85,482個)を分母として計算(小数点以下第三位を四捨五

入)しています。
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１．特別支配株主の概要

(１) 名称 双日プラネット株式会社

(２) 所在地 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番10号

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 有賀 謙一

(４) 事業内容 合成樹脂原料・製品等の販売・輸出入等

(５) 資本金 3,000,000,000円

(６) 設立年月日 2004年１月１日

(７) 大株主及び持株比率

（2020年11月26日現在）
双日株式会社（以下「双日」といいます。） 100.0％

(８) 当社と双日プラネットの関係

資本関係 双日プラネットは当社株式7,748,498株を所有しています。

人的関係

当社の取締役のうち４名が双日プラネットの100％親会社である双日の

出身であり、そのうち２名が双日プラネットの取締役又は執行役員と

しての地位を有しております。

取引関係

当社は、双日プラネットに対し、合成樹脂商品等の販売をしておりま

す（当社の2020年３月期における当該取引に関する売上高84百万

円）。また、当社は、双日プラネットから、合成樹脂商品等の仕入を

行っております（当社の2020年３月期における当該取引に関する仕入

高2,835百万円）。

関連当事者への該当状況
双日プラネットは、当社の親会社であり、当社の関連当事者に該当い

たします。

２．本株式売渡請求の日程

売渡請求日 2021年１月26日(火)

当社の取締役会決議日 2021年１月26日(火)

売買最終日 2021年２月10日(水)

上場廃止日 2021年２月12日(金)

取得日 2021年２月16日(火)

３．売渡対価

　普通株式１株につき、金770円

　


