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1. 2022年3月期第1四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年6月30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 ％

2022年3月期第1四半期 19,577 △4.3 2,138 118.4 2,359 132.4 1,636 196.5

2021年3月期第1四半期 20,459 △7.8 979 △19.2 1,014 △20.9 552 △25.1

（注）包括利益 2022年3月期第1四半期　　1,344百万円 （34.5％） 2021年3月期第1四半期　　1,000百万円 （21.0％）

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

2022年3月期第1四半期 97.22 ―

2021年3月期第1四半期 32.83 ―

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期会計期間の期首から適用しております。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年3月期第1四半期 123,625 80,419 62.2 4,564.54

2021年3月期 123,007 79,264 61.6 4,502.33

（参考）自己資本 2022年3月期第1四半期 76,852百万円 2021年3月期 75,805百万円

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

2021年3月期 ― 15.00 ― 0.00 15.00

2022年3月期 ―

2022年3月期（予想） 35.00 ― 35.00 70.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

2022年３月期における１株当たりの配当予想については、40円（中間20円、期末20円）から70円（中間35円、期末35円）に修正しております。詳細は本日（2021
年８月６日）別途開示いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 39,200 △2.6 3,600 125.4 3,700 203.5 2,400 330.0 142.55

通期 77,300 △9.0 6,000 39.4 6,400 59.5 5,000 ― 296.97

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期会計期間の期首から適用しております。



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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７ページ「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 ： 有

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

（注）詳細は、添付資料Ｐ.７「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（会計方針の変更）」をご覧ください。

(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） 2022年3月期1Q 17,000,000 株 2021年3月期 17,000,000 株

② 期末自己株式数 2022年3月期1Q 163,231 株 2021年3月期 163,081 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期1Q 16,836,787 株 2021年3月期1Q 16,817,459 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及び
業績予想のご利用に当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１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、電子材料分野をはじめ、全般にわたって好調に推移し、売

上高は「収益認識に関する会計基準」等の適用によって前年同期比4.3％減の19,577百万円となりましたが、営業

利益は前年同期比118.4％増の2,138百万円、経常利益は前年同期比132.4％増の2,359百万円、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は前年同期比196.5％増の1,636百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は123,625百万円となり、前連結会計年度末に比べ618百万円増加

いたしました。

主な要因は、投資有価証券が662百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が567百万円増加、商品及び製品

が374百万円増加、有形固定資産が373百万円増加したことによるものです。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は43,205百万円となり、前連結会計年度末に比べ536百万円減

少いたしました。

主な要因は、支払手形及び買掛金が594百万円増加、賞与引当金が432百万円増加したものの、流動負債のその

他が735百万円減少、未払法人税等が206百万円減少、長期借入金が269百万円減少したことによるものです。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は80,419百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,154百万

円増加いたしました。この結果、自己資本比率は62.2％（前連結会計年度末は61.6％）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

2022年３月期第２四半期累計期間および通期の業績予想につきましては、業績の動向や経営環境等を踏まえて

見直しを行った結果、2021年５月13日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細は本日（2021年８

月６日）別途開示いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,093 10,751

受取手形及び売掛金 27,170 27,737

商品及び製品 12,102 12,476

仕掛品 3,184 3,131

原材料及び貯蔵品 5,547 5,384

その他 1,204 1,638

貸倒引当金 △41 △37

流動資産合計 60,260 61,082

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,110 18,149

機械装置及び運搬具（純額） 12,080 11,691

工具、器具及び備品（純額） 1,254 1,227

土地 14,662 14,685

建設仮勘定 3,513 3,241

有形固定資産合計 48,621 48,995

無形固定資産

のれん 1,281 1,248

その他 425 428

無形固定資産合計 1,706 1,677

投資その他の資産

投資有価証券 9,378 8,715

退職給付に係る資産 46 38

繰延税金資産 2,474 2,632

その他 550 512

貸倒引当金 △30 △29

投資その他の資産合計 12,418 11,869

固定資産合計 62,746 62,542

資産合計 123,007 123,625

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,966 8,561

短期借入金 8,651 8,512

未払法人税等 862 655

賞与引当金 1,228 1,661

その他の引当金 98 25

その他 7,369 6,634

流動負債合計 26,178 26,051

固定負債

長期借入金 11,787 11,518

環境対策引当金 133 134

退職給付に係る負債 5,155 5,144

繰延税金負債 161 90

その他 326 266

固定負債合計 17,564 17,153

負債合計 43,742 43,205

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

- 3 -

堺化学工業株式会社（4078）2022年３月期第１四半期決算短信



（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 21,838 21,838

資本剰余金 16,302 16,302

利益剰余金 35,431 36,912

自己株式 △336 △336

株主資本合計 73,236 74,717

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,799 2,275

繰延ヘッジ損益 14 1

為替換算調整勘定 △281 △173

退職給付に係る調整累計額 36 30

その他の包括利益累計額合計 2,568 2,134

非支配株主持分 3,459 3,567

純資産合計 79,264 80,419

負債純資産合計 123,007 123,625
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 20,459 19,577

売上原価 16,276 14,057

売上総利益 4,183 5,519

販売費及び一般管理費 3,203 3,380

営業利益 979 2,138

営業外収益

受取利息 4 2

受取配当金 146 130

為替差益 － 99

その他 55 22

営業外収益合計 206 255

営業外費用

支払利息 19 18

為替差損 97 －

その他 53 15

営業外費用合計 170 34

経常利益 1,014 2,359

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 90

特別利益合計 0 90

特別損失

爆発火災事故に係る損失 － 53

固定資産除却損 59 8

投資有価証券評価損 49 －

特別損失合計 108 62

税金等調整前四半期純利益 906 2,387

法人税等 313 672

四半期純利益 592 1,715

非支配株主に帰属する四半期純利益 40 78

親会社株主に帰属する四半期純利益 552 1,636

（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１四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益 592 1,715

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 552 △526

繰延ヘッジ損益 △2 △16

為替換算調整勘定 △139 178

退職給付に係る調整額 △1 △5

その他の包括利益合計 407 △370

四半期包括利益 1,000 1,344

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 971 1,202

非支配株主に係る四半期包括利益 28 141

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、顧客との約束

が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で

収益を認識しております。また、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残

存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、支給先から受取る対価を収益として認識しないこと

としました。顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで、当該顧客に販売する有償受給取引において、従来

は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純

額で収益を認識することとしております。さらに、売上リベートについて、従来は販売費及び一般管理費として処

理しておりましたが、取引の対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い

部分に限り取引対価に含める方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収

益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従っ

てほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計

基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更

について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,972百万円減少し、売上原価は3,981百万円減少し、販売費及び

一般管理費は１百万円減少し、営業外収益は０百万円減少し、営業外費用は２百万円減少し、営業利益は10百万円

増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ12百万円増加しております。また、利益剰余金の当期

首残高は155百万円減少しております。

なお、収益認識会計基準89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により

組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31

日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益

を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、当第１四半期連結累計期

間における四半期連結財務諸表への影響はありません。

（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１四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会社については、法定実効税率を

使用する方法により計算した金額を計上しております。
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（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計

上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症の世界的な収束時期は未だ不透明であり、その影響について現時点で正確に

予測することは困難であり、当社グループの第２四半期連結累計期間以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。
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