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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第69期

第３四半期
累計期間

第70期
第３四半期
累計期間

第69期

会計期間
自　2019年４月１日
至　2019年12月31日

自　2020年４月１日
至　2020年12月31日

自　2019年４月１日
至　2020年３月31日

売上高 （千円） 3,451,894 3,649,502 5,521,594

経常利益 （千円） 93,282 135,896 187,874

四半期（当期）純利益 （千円） 72,206 51,541 154,784

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） － － －

資本金 （千円） 2,510,000 2,510,000 2,510,000

発行済株式総数 （千株） 1,373 1,373 1,373

純資産額 （千円） 5,708,965 5,937,723 5,622,060

総資産額 （千円） 9,687,112 10,552,899 9,815,049

１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 52.72 37.63 113.01

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 30.00

自己資本比率 （％） 58.9 56.3 57.3

 

回次
第69期

第３四半期
会計期間

第70期
第３四半期
会計期間

会計期間
自　2019年10月１日
至　2019年12月31日

自　2020年10月１日
至　2020年12月31日

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失
（円） 64.91 △72.40

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては、記載しておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重

要な変更はありません。

　また、関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）財政状態及び経営成績の状況

（財政状態の分析）

　当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ737百万円増加の10,552百万円となりました。これは

主に、受取手形及び売掛金は1,310百万円減少しましたが、建設仮勘定が599百万円、投資有価証券が450百万円、

商品及び製品が442百万円、原材料及び貯蔵品が354百万円増加したことによるものです。

　負債につきましては、前事業年度末に比べ422百万円増加の4,615百万円となりました。これは主に、借入金は

236百万円減少しましたが、設備関係支払手形が308百万円、支払手形及び買掛金が144百万円増加したことなどに

よるものです。

　また、純資産は前事業年度末に比べ315百万円増加の5,937百万円となり、自己資本比率は56.3%（前事業年度末

57.3%）となりました。

 

（経営成績の分析）

　当第３四半期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の影響下、経済活動の再開により一部

で持ち直しの動きが見られたものの、感染の再拡大により、社会・経済活動が大きく制限され、個人消費、企業活

動が停滞し厳しい状況が続いております。足元では更なる感染拡大も懸念されており、依然、不透明な状況となっ

ております。

　このような状況の中で、国内売上高は、2,741百万円となり前年同期（2,760百万円）に比べ18百万円（0.7％）

の減収となりました。これは、機能性用中間物が大幅に増加、医薬用中間物が増加したものの、農薬用中間物が減

少したためです。

　一方、輸出売上高は、907百万円となり前年同期（691百万円）に比べ215百万円（31.2％）の増収となりまし

た。これは、農薬用中間物が大幅に増加したためです。

　この結果、売上高は3,649百万円となり前年同期（3,451百万円）に比べ197百万円（5.7％）の増収となりまし

た。また、輸出比率は24.9％（前年同期20.0％）となりました。

　利益につきましては、固定費の増加はあったものの、売上高の増収、原燃料価格の低下等により、営業利益は

124百万円（前年同期 79百万円）となりました。営業外収益では受取配当金34百万円を計上したこともあり、 経

常利益は135百万円（前年同期 93百万円）となりました。特別損失では固定資産除却損69百万円を計上したことも

あり、四半期純利益は51百万円（前年同期 72百万円）となりました。

 

(2）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題については、重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

(3）研究開発活動

　当第３四半期累計期間における研究開発費の総額は145百万円です。なお、研究開発活動の状況に重要な変更は

ありません。

 

(4）主要な設備の状況

　当期は農薬用中間物製造設備の改良のため、539百万円の設備投資を予定しております。当第３四半期累計期間

においては、497百万円の投資を実施いたしました。
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(4）生産及び販売の実績

　当第３四半期累計期間における、生産及び販売実績は、下記のとおりであります。

　なお、当社の事業は、有機化学合成に基づく中間物の製造、販売、研究及びサービス等を行う単一セグメントであ

るため、セグメント情報を記載しておりませんので、「生産及び販売の実績」については製品の種類別ごとに記載し

ております。

① 生産実績

区分
　生産高（千円）

前年同四半期比（％）
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

医薬用中間物 884,700 907,564 ＋2.6

農薬用中間物 2,148,180 2,252,760 ＋4.9

機能性用中間物 511,854 544,006 ＋6.3

その他用中間物 59,473 33,039 △44.4

界面活性剤 339,772 278,330 △18.1

合計 3,943,981 4,015,701 ＋1.8

　（注）金額は、販売価格（消費税等抜き）によっております。

② 販売実績

　区分
販売高（千円）

前年同四半期比（％）
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

医薬用中間物 690,294 793,932 ＋15.0

農薬用中間物 1,924,741 1,876,985 △2.5

機能性用中間物 420,656 626,838 ＋49.0

その他用中間物 107,497 71,288 △33.7

界面活性剤 271,150 273,366 ＋0.8

その他 37,555 7,090 △81.1

合計 3,451,894 3,649,502 ＋5.7

　（注）１　金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な輸出先、輸出販売高の増減は、次のとおりであります。

輸出先
輸出販売高（千円）

　前年同四半期比（％）
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

北米 390,143 600,185 ＋53.8

欧州 278,401 295,051 ＋6.0

アジア他 23,324 12,269 △47.4

合計 691,870 907,506 ＋31.2
  
 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、新たに決定または締結した経営上の重要な契約等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 4,000,000

計 4,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2021年２月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,373,000 1,373,000
東京証券取引所

（市場第二部）
単元株式数 100株

計 1,373,000 1,373,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額

（千円）

資本準備金
残高（千円）

2020年10月１日～

2020年12月31日
－ 1,373,000 － 2,510,000 － 2,016,543

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができませんので、直前の基準日である2020年９月30日の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】

    2020年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ 単元株式数 100株
普通株式 3,300

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,364,600 13,646 同上

単元未満株式 普通株式 5,100 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  1,373,000 － －

総株主の議決権  － 13,646 －

 

②【自己株式等】

    2020年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

スガイ化学工業株式会社
和歌山県和歌山市宇須

四丁目４番６号

3,300 － 3,300 0.24

計 － 3,300 － 3,300 0.24

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（2020年10月１日から2020年12

月31日まで）及び第３四半期累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について
　「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

①　資産基準　　 　 　　　0.3％

②　売上高基準　　    　　0.4％

③　利益基準　　　　  　　5.3％

④　利益剰余金基準 　　　　0.2％
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１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 557,466 826,614

受取手形及び売掛金 ※ 2,333,394 ※ 1,022,896

商品及び製品 1,273,288 1,715,715

仕掛品 143,451 88,160

原材料及び貯蔵品 321,057 675,203

その他 32,979 75,302

貸倒引当金 △7,025 △3,102

流動資産合計 4,654,612 4,400,789

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 674,994 638,083

機械及び装置（純額） 1,021,580 993,151

土地 1,328,624 1,328,624

建設仮勘定 69,146 668,486

その他（純額） 514,394 517,303

有形固定資産合計 3,608,740 4,145,649

無形固定資産 5,817 5,817

投資その他の資産   

投資有価証券 1,473,659 1,924,060

関係会社株式 3,819 3,819

その他 82,578 86,927

貸倒引当金 △14,178 △14,165

投資その他の資産合計 1,545,879 2,000,642

固定資産合計 5,160,436 6,152,109

資産合計 9,815,049 10,552,899

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 699,101 843,920

短期借入金 1,200,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 287,752 332,452

未払法人税等 20,897 9,577

賞与引当金 75,414 28,567

設備関係支払手形 105,012 413,370

その他 478,823 601,130

流動負債合計 2,867,002 3,029,017

固定負債   

長期借入金 645,381 764,313

退職給付引当金 393,029 414,318

その他 287,575 407,527

固定負債合計 1,325,986 1,586,158

負債合計 4,192,988 4,615,176
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,510,000 2,510,000

資本剰余金 2,016,543 2,016,543

利益剰余金 597,566 608,017

自己株式 △5,232 △5,301

株主資本合計 5,118,877 5,129,258

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 503,183 808,701

繰延ヘッジ損益 － △236

評価・換算差額等合計 503,183 808,464

純資産合計 5,622,060 5,937,723

負債純資産合計 9,815,049 10,552,899
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(2)【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

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

売上高 3,451,894 3,649,502

売上原価 2,788,494 2,954,400

売上総利益 663,399 695,102

販売費及び一般管理費   

発送運賃 23,123 25,808

従業員給料及び手当 243,915 234,275

賞与引当金繰入額 8,335 9,064

退職給付費用 13,188 12,774

その他 295,672 288,187

販売費及び一般管理費合計 584,235 570,111

営業利益 79,163 124,991

営業外収益   

受取利息 113 56

受取配当金 31,882 34,848

為替差益 6,701 －

その他 3,784 8,454

営業外収益合計 42,482 43,359

営業外費用   

支払利息 6,799 8,079

休止固定資産維持費用 13,120 13,081

為替差損 － 4,474

その他 8,443 6,818

営業外費用合計 28,363 32,453

経常利益 93,282 135,896

特別利益   

受取保険金 15,246 －

特別利益合計 15,246 －

特別損失   

固定資産除却損 19,075 69,665

投資有価証券評価損 16,403 －

その他 － 8,530

特別損失合計 35,479 78,195

税引前四半期純利益 73,049 57,701

法人税、住民税及び事業税 5,547 6,435

法人税等還付税額 △4,866 －

法人税等調整額 162 △275

法人税等合計 843 6,159

四半期純利益 72,206 51,541
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

　※　四半期会計期間末日満期手形

　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四

半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日残高に

含まれております。

 
前事業年度

（2020年３月31日）
当第３四半期会計期間
（2020年12月31日）

受取手形 －千円 484千円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）の償却額は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年12月31日）

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

減価償却費 289,008千円 292,586千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり

配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月21日

定時株主総会
普通株式 41,091 30 2019年３月31日 2019年６月24日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり

配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月23日

定時株主総会
普通株式 41,090 30 2020年３月31日 2020年６月24日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　2020年４

月１日　至　2020年12月31日）

　当社の事業は、有機化学合成に基づく中間物の製造、販売、研究及びサービス等を行う単一セグメントである

ため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前第３四半期累計期間
(自　2019年４月１日
至　2019年12月31日)

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

１株当たり四半期純利益 （円） 52.72 37.63

（算定上の基礎）    

四半期純利益 （千円） 72,206 51,541

普通株主に帰属しない金額 （千円） － －

普通株式に係る四半期純利益 （千円） 72,206 51,541

普通株式の期中平均株式数 （千株） 1,369 1,369

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年２月９日

スガイ化学工業株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

 
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小　幡　　琢　哉　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 三　井　　孝　晃　　印

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているスガイ化学工業

株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第70期事業年度の第３四半期会計期間（2020年10月１日から2020年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、スガイ化学工業株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認めら
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れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務

諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、

四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠

していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められ

ないかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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