
2021年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2021年２月10日

上 場 会 社 名 日本特殊塗料株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 4619 URL https://www.nttoryo.co.jp

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田谷 純

問合せ先責任者 (役職名)
執行役員業務本部
財務部長兼総務部長

(氏名) 力武 洋介 (TEL) 03-3913-6134

四半期報告書提出予定日 2021年２月12日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(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 33,831 △21.2 △97 ― 633 △79.2 15 △99.2

2020年３月期第３四半期 42,942 △3.1 1,971 △4.8 3,045 △12.5 1,851 △12.5
(注)包括利益 2021年３月期第３四半期 1,624百万円( △40.1％) 2020年３月期第３四半期 2,710百万円( 159.5％)

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 0.71 ―

2020年３月期第３四半期 84.14 ―

（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 74,577 45,760 55.7

2020年３月期 72,067 45,062 56.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 41,504百万円 2020年３月期 40,950百万円

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 ― 19.00 ― 21.00 40.00

2021年３月期 ― 17.00 ―

2021年３月期(予想) 21.00 38.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2020年３月期第２四半期末配当金の内訳 普通配当 17円00銭 記念配当 2円00銭

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 48,300 △15.5 600 △78.8 1,650 △61.7 600 △74.1 27.26
(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 ： 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
　

　

（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 23,611,200株 2020年３月期 23,611,200株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 1,605,312株 2020年３月期 1,603,031株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 22,007,007株 2020年３月期３Ｑ 22,009,551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あたっての
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拡大の影響により、経済活動は大

きく停滞し、景気の低迷は大変深刻な状況となりました。第２四半期以降、一部経済活動の再開による持ち直しの

動きが見られたものの、同感染症の拡大傾向が続く中、緊急事態宣言が再発令されるなど依然として予断を許さな

い状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、徹底した感染症拡大防止策を講じながら、売上規模の確保・拡大と収

益基盤の強化に努めてまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、足元では回復基調にあるものの、第２四半期連結累計期間の減

収幅が大きく、売上高は338億３千１百万円（前年同期比21.2％減）となりました。

損益面につきましては、グループ全社で事業活動を見直し、原価低減活動・経費低減策に積極的かつ継続的に取

り組んだものの、売上高の減少を補えず、営業損失は９千７百万円（前年同期は営業利益19億７千１百万円）とな

りました。経常利益は、持分法による投資利益の計上等により６億３千３百万円（前年同期比79.2％減）、親会社

株主に帰属する四半期純利益は１千５百万円（前年同期比99.2％減）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

[ 塗料関連事業 ]

一部品種で回復傾向が見られたものの、感染症拡大防止のための営業活動自粛や工事の一時中止・工期変更等

の影響が継続し、当セグメントの売上高は103億８千６百万円（前年同期比16.5％減）となりました。損益面で

は、原価低減活動・経費低減策を進めたものの、セグメント利益は４千９百万円（前年同期比73.9％減）となり

ました。

[ 自動車製品関連事業 ]

主要顧客である自動車メーカーの生産台数減少に加え、中国・武漢市にあります連結子会社が感染症拡大防止

のための一時的な工場稼働停止を行ったこと等の影響から、第２四半期連結累計期間における減収幅が大きく、

当セグメントの売上高は234億３千４百万円（前年同期比23.2％減）となりました。損益面では、原価低減活動・

経費低減策を進めたものの、売上高の減少を補えず、セグメント損失は１億５千１百万円（前年同期はセグメン

ト利益17億７千７百万円）となりました。

[ その他 ]

保険代理業の売上高は10百万円（前年同期比6.4％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ25億９百万円増加し、745億７千７百

万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少５億１百万円、受取手形及び売掛金の減少７億１千２百万円、

有形固定資産の増加４億５千２百万円、投資有価証券の増加22億２百万円、長期貸付金の増加10億３千３百万円に

よるものです。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ18億１千２百万円増加し、288億１千７百万円となりました。主な要因は、

借入金の増加28億８千９百万円によるものです。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億９千７百万円増加し、457億６千万円となりました。主な要因は、利

益剰余金の減少８億２千３百万円、その他有価証券評価差額金の増加18億８千万円、為替換算調整勘定の減少４億

７千万円によるものです。この結果、自己資本比率は1.1％減少し、55.7％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

2021年３月期通期の連結業績予想につきましては、2020年11月11日に公表いたしました業績予想から変更はあり

ません。

なお、この業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の根拠に基づいており、

実際の業績等は、今後の新型コロナウイルス感染症の動向等様々な要因により、大きく異なる可能性があります。
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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：百万円)

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 7,982 7,480

受取手形及び売掛金 10,320 9,607

電子記録債権 3,204 3,564

商品及び製品 1,414 1,324

仕掛品 404 440

原材料及び貯蔵品 1,240 1,127

その他 1,219 632

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 25,780 24,173

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,280 8,946

機械装置及び運搬具（純額） 9,120 8,886

土地 4,710 4,710

建設仮勘定 2,489 1,976

その他（純額） 1,734 2,265

有形固定資産合計 26,334 26,786

無形固定資産

その他 1,275 1,194

無形固定資産合計 1,275 1,194

投資その他の資産

投資有価証券 16,627 18,829

長期貸付金 289 1,322

繰延税金資産 148 204

その他 1,657 2,114

貸倒引当金 △45 △47

投資その他の資産合計 18,677 22,423

固定資産合計 46,287 50,404

資産合計 72,067 74,577
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(単位：百万円)

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 7,193 7,086

電子記録債務 3,392 3,365

短期借入金 1,793 5,809

リース債務 34 6

未払法人税等 405 173

役員賞与引当金 99 -

その他 4,728 3,369

流動負債合計 17,647 19,811

固定負債

長期借入金 5,089 3,962

リース債務 25 13

退職給付に係る負債 3,907 3,819

繰延税金負債 252 1,097

その他 82 112

固定負債合計 9,358 9,006

負債合計 27,005 28,817

純資産の部

株主資本

資本金 4,753 4,753

資本剰余金 4,237 4,190

利益剰余金 29,602 28,778

自己株式 △748 △750

株主資本合計 37,845 36,972

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,333 5,213

為替換算調整勘定 △185 △655

退職給付に係る調整累計額 △43 △25

その他の包括利益累計額合計 3,104 4,532

非支配株主持分 4,112 4,255

純資産合計 45,062 45,760

負債純資産合計 72,067 74,577
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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：百万円)
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 42,942 33,831

売上原価 33,883 27,373

売上総利益 9,058 6,458

販売費及び一般管理費 7,086 6,555

営業利益又は営業損失（△） 1,971 △97

営業外収益

受取配当金 215 183

持分法による投資利益 890 315

雇用調整助成金 - 130

その他 130 170

営業外収益合計 1,236 800

営業外費用

支払利息 58 42

為替差損 93 10

その他 11 17

営業外費用合計 163 70

経常利益 3,045 633

特別利益

固定資産売却益 0 7

受取保険金 8 2

投資有価証券売却益 60 2

特別利益合計 68 12

特別損失

固定資産処分損 73 43

投資有価証券売却損 - 0

特別損失合計 73 43

税金等調整前四半期純利益 3,040 602

法人税等 665 305

四半期純利益 2,375 296

非支配株主に帰属する四半期純利益 523 281

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,851 15
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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：百万円)
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 2,375 296

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 772 1,868

為替換算調整勘定 △249 △194

退職給付に係る調整額 6 18

持分法適用会社に対する持分相当額 △193 △363

その他の包括利益合計 335 1,327

四半期包括利益 2,710 1,624

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,306 1,443

非支配株主に係る四半期包括利益 403 181
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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場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。

（セグメント情報等）

　 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）

　 １．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：百万円)

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

塗料関連
自動車

製品関連
計

売上高

外部顧客への売上高 12,435 30,496 42,932 9 42,942 ― 42,942

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2 ― 2 ― 2 △2 　―

計 12,437 30,496 42,934 9 42,944 △2 42,942

セグメント利益 189 1,777 1,967 4 1,971 ― 1,971

　(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、保険代理業であります。
　２ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
　３ セグメント利益は、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。
　

　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 該当事項はありません。

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)

　 １．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：百万円)

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

塗料関連
自動車

製品関連
計

売上高

外部顧客への売上高 10,386 23,434 33,820 10 33,831 ― 33,831

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

2 ― 2 ― 2 △2 ―

計 10,389 23,434 33,823 10 33,834 △2 33,831

セグメント利益又は損失（△） 49 △151 △102 5 △97 ― △97

　(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、保険代理業であります。
　２ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
　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損失と調整を行っております。
　

　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 該当事項はありません。

　


