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トップメッセージ

2021年度中間期決算のご報告

※  当社は、2021年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しております。そのため、売上高につきましては、「2021年度（中間期）」と
「2020年度（中間期）」との増減比較を行っておりません。また、「2021年度通期見通し」につきましては、当該会計基準等を適用した後の金額を記載しております。

　今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、亡
くなられた方々に謹んでお悔やみ申しあげますとと
もに、罹患された方々とそのご家族に対し、心より
お見舞い申しあげます。また、感染症の終息に向け、
日々ご尽力されている医療関係者をはじめとする皆
さまに、心からの敬意と感謝の意を表します。
　株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り、
厚く御礼申しあげます。当社は、2021年度中間期
の営業を終了いたしましたので、ここに経営状況を
ご報告させていただきます。
　当中間期において、当社は、事業環境の著しい変
化に適切に対応すべく、当社グループ全体の事業
ポートフォリオの見直しを進めて経営資源の再配分
を行ってまいりました。同時に、サステナブル事業
分野の拡大に向けた取り組みに注力し、回復しつつ
ある国内外の需要を取り込んでまいりました。その
結果、繊維原料・生地の取引や半導体関連をはじめ
とする工業製品事業分野の取引が伸長しましたが、
前期業績に貢献した医療・衛生消耗品の需要が一巡

したことから、前年同期比で減益となりました。
　当社は、本年8月4日に2022年度を初年度とする
中期経営計画の骨子を発表しました。その目指すと
ころは、3つの重点施策（①サステナブル事業分野
への積極投資、②人材の充実と新しい働き方の推進、
③実効性の高いガバナンス体制の強化）の実施によ
り、サステナブルな社会づくりに貢献するとともに、
前期に計上した過去最高益を更新し、企業価値の向
上を図ることであります。下半期におきましては、
上半期に実施した取り組みを継続して収益を拡大さ
せるとともに、海外拠点の拡充によりグループネッ
トワークを強化するなど、新たな中期経営計画につ
ながる活動も行ってまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わら
ぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげま
す。

代表取締役
社長執行役員

売上高 営業利益

55,958百万円
2020年度（中間期） 2021年度（中間期）

52,595百万円 2,301百万円
2020年度（中間期） 2021年度（中間期）

1,201百万円

1,176百万円
2020年度（中間期） 2021年度（中間期）

935百万円

経常利益 親会社株主に帰属する中間純利益

116,000百万円
売上高

2,000百万円
営業利益

2,000百万円
経常利益

1,500百万円
親会社株主に帰属する
当期純利益

2021年度通期見通し

2,252百万円
2020年度（中間期） 2021年度（中間期）

1,207百万円
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事業別情報

繊維事業

インナー用機能糸・生地、
アウター用生地増収 医療・衛生消耗品減収

売上高構成比

73.4%

工業製品事業

半導体関連商材、化学品、ホビー関連商材増収

売上高構成比

26.6%

地域別59.8％ 前年同期比 15.5pt

海外売上高比率
米州
8.2％

欧州他
3.3％

アジア
48.3％

日本
40.2％

T O P I C S

　当社は、本年9月に半導体を主力事業とする拠点（科立欧思科技（上
海）有限公司）を中国・上海市に設立しました。これにより、当社米国法
人であるＧＳＩアメリカ社を含む日本、北米、中国の3拠点が連携し、グル
ープの半導体事業を拡大させる体制が整いました。
　同社は、半導体製造装置構成部材の世界的大手メーカーであるグリ
ーン,ツイードアンドカンパニー社（米国）の中国での総販売代理店とし
て、日米の2拠点と協働で高機能シーリング材の拡販を図るとともに、
当社グループで展開するその他半導体関連取引も行ってまいります。

中国半導体事業へ本格参入
（日・米・中 販売体制を強化）

当社グループにおける半導体事業の協業体制

科立欧思科技（上海）
有限公司 GSIアメリカ社

GSIクレオス

※  当社は、2021年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しております。そのため、各事業の売上高につきましては、「2021年度（中間
期）」と「2020年度（中間期）」との増減比較を行っておりません。

売上高

42,815百万円
38,624百万円

2020年度
（中間期）

2021年度
（中間期）

売上高

13,143百万円
13,971百万円

2020年度
（中間期）

2021年度
（中間期）

営業利益

1,788百万円
457百万円

2020年度
（中間期）

2021年度
（中間期）

営業利益

756百万円
942百万円

2020年度
（中間期）

2021年度
（中間期）
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会社名 株式会社GSIクレオス
本社 東京都千代田区九段南二丁目3番1号
設立 1931年10月31日
資本金 71億86百万円
従業員数 639名（連結）
拠点 国内　7ヶ所　　　海外　21ヶ所
連結子会社 国内　　8社　　　海外　　  8社
ウェブサイト https://www.gsi.co.jp

会社の概要 （2021年9月30日現在）

証券コード 8101
上場証券取引所 東京
単元株式数 100株
事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月
期末配当金
受領株主確定日 3月31日

株主名簿管理人
特別口座の 
口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
TEL 0120-232-711（通話料無料）
郵送先
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

公告の方法 電子公告　
当社ウェブサイトに掲載いたします。
公告掲載アドレス
https://www.gsi.co.jp/ja/ir/notice.html
（ただし、電子公告によることができない事故、
その他やむを得ない事由が生じたときは、
日本経済新聞に公告いたします。）

株主メモ

発行可能株式総数 40,000,000株
発行済株式の総数 12,629,942株
株主数 17,597名

株式の状況 （2021年9月30日現在）

1株当たり配当金（期末）および配当性向の推移

2021年度（予想）2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度

30円
35円 40円 45円

60円
70円

29.3％

11.8％
24.7％ 22.4％

28.2％
18.6％

配当情報 （2021年9月30日現在）

代表取締役 
社長執行役員 吉永 直明
取締役 
専務執行役員 中山 正輝
取締役 
常務執行役員 大西 文博
取締役 
常務執行役員 西村 裕樹
社外取締役 服部 和德

取締役

取締役
常勤監査等委員 荒木 靖司
社外取締役
監査等委員 早野 貴文
社外取締役
監査等委員 加藤 芳江

＜監査等委員＞

常務執行役員 新美 一夫
執行役員 小野 国広
執行役員 羽田 努
執行役員 田村 雄一
執行役員 竹淵 弘明
執行役員 浜野 公義
執行役員 佐藤 大助
執行役員
（ナノテクノロジー事業専任） 柳澤 隆
執行役員
（自動車軽量化事業専任） 上村 泰二郎
執行役員
（アパレル事業専任） 大賀 浩司

執行役員

役員の状況 （2021年9月30日現在）

※当社は、2021年4月1日付で株式分割（普通株式1株→2株）を実施しておりますが、2021年度
（予想）の配当金につきましては、当該株式分割前の基準に換算した金額を記載しております。

9月末日（基準日）現在の株主名簿に記載または記録された、当社
株式100株（1単元）以上を保有されている株主様に、下記の株主
優待品を同封しております。

詳しくは、当社
ウェブサイトを
ご覧ください。

株主優待の内容

保有株式数
株式保有期間

3年未満 3年以上

100株以上
300株未満

QUO
カード

1,000円

QUO
カード

2,000円

300株以上
QUO
カード

2,000円

QUO
カード

3,000円 

オリジナル
QUOカード

人とのふれあいを
もっと深く、もっと新しく。

証券コード  8 1 0 1

創立90周年

株 主 優 待 制 度 に つ い て


