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

2022年3月期第3四半期 44,764 19.6 8,013 122.2 8,001 129.5 5,616 183.9

2021年3月期第3四半期 37,426 △7.7 3,607 △42.9 3,486 △46.0 1,978 △52.2

（注）包括利益 2022年3月期第3四半期 5,753百万円 （78.6％） 2021年3月期第3四半期 3,221百万円 （△22.8％）

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3四半期 97.76 ―

2021年3月期第3四半期 34.41 ―

(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3四半期 106,687 57,293 52.1 967.99

2021年3月期 92,324 52,423 55.2 887.42

（参考）自己資本 2022年3月期第3四半期 55,609百万円 2021年3月期 50,980百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00

2022年3月期 ― 8.00 ―

2022年3月期（予想） 14.00 22.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

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、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 62,000 19.4 10,800 90.5 10,500 88.1 7,300 102.5 127.07

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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

(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

(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3Q 57,546,050 株 2021年3月期 57,546,050 株

② 期末自己株式数 2022年3月期3Q 96,900 株 2021年3月期 98,474 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期3Q 57,448,354 株 2021年3月期3Q 57,486,769 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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、【添付
資料】3ページ「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、各種政策の効果により持ち直しの動きがみ
られたものの、依然として厳しい状況にありました。海外においても、新型コロナウイルス感染
症の感染再拡大がサプライチェーンや経済活動に与える影響に加え、金融資本市場の変動等につ
いても留意する必要があり、先行き不透明な状況が続きました。 
このような事業環境のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、主に精密

化学品事業部門が増収となったため、447億 64百万円と前年同期に比べ 73億 37百万円、19.6%
の増加となりました。損益につきましては、売上高の増加に加え、前年同期は電池材料において
棚卸資産評価損を計上したこともあり、経常利益は 80億 01 百万円と前年同期に比べ 45億 15百
万円、129.5%の増加となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は 56億 16 百万円と前年
同期に比べ 36億 37百万円、183.9%の増加となりました。 

なお、「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）等を第１四半期連
結会計期間の期首から適用しております。この結果、従来の会計処理と比べ、売上高は447百万
円減少し、売上原価は378百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は
それぞれ68百万円減少しております。詳細については、「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）」をご参照ください。 

セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

① 基礎化学品事業部門

か性ソーダおよび塩酸は、販売価格は低下したものの販売数量の増加により、前年同期に比
べ増収となりました。 

有機製品につきましては、トリクロールエチレンは、販売数量の増加と価格修正効果により、
前年同期に比べ増収となりました。パークロールエチレンは、販売数量は減少したものの価格
修正効果により、前年同期に比べ増収となりました。 

以上の結果、基礎化学品事業部門の売上高は、56 億 88 百万円となり、前年同期に比べ 15
億 67 百万円、38.0%の増加となりました。営業損益につきましては、営業損失 55 百万円とな
りました（前年同期は営業損失２億 13 百万円）。 

② 精密化学品事業部門
半導体・液晶用特殊ガス類につきましては、三フッ化窒素は、前年同期並みの売上高となり

ました。六フッ化タングステンは、販売数量は増加したものの販売価格の低下により、前年同
期に比べ減収となりました。ヘキサフルオロ-1,3-ブタジエンは、販売価格は低下したものの
販売数量の増加により、前年同期に比べ増収となりました。 

電池材料の六フッ化リン酸リチウムは、販売数量の増加と価格修正効果により、前年同期に
比べ増収となりました。 

以上の結果、精密化学品事業部門の売上高は、351 億 54 百万円となり、前年同期に比べ 59
億 23 百万円、20.3%の増加となりました。営業損益につきましては、前年同期は主に電池材料
において棚卸資産評価損を計上したこと等もあり、営業利益 70億 89 百万円となり、前年同期
に比べ 36億 19 百万円、104.3%の増加となりました。 

③ 鉄系事業部門
複写機・プリンターの現像剤用であるキャリヤーは、販売数量の増加により、前年同期に比

べ増収となりました。鉄酸化物は、着色剤の販売増加により、前年同期に比べ増収となりまし
た。 

以上の結果、鉄系事業部門の売上高は、19 億 17 百万円となり、前年同期に比べ 6 億 35 百
万円、49.5%の増加となりました。営業損益につきましては、営業利益 4 億 02 百万円となり、
前年同期に比べ 2億 71百万円、207.2%の増加となりました。 

④ 商事事業部門
商事事業につきましては、当期より収益認識に関する会計基準を適用した影響等により、前

年同期に比べ減収となりました。 
以上の結果、商事事業部門の売上高は、5 億 94 百万円となり、前年同期に比べ 12 億 17 百

万円、67.2%の減少となりました。営業損益につきましては、営業利益 1 億 45 百万円となり、
前年同期に比べ 46 百万円、46.4%の増加となりました。 

⑤ 設備事業部門
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化学設備プラントおよび一般産業用プラント建設の売上高は、請負工事の増加により前年同
期に比べ増収となりました。 

以上の結果、設備事業部門の売上高は、14 億 09 百万円となり、前年同期に比べ 4 億 28 百
万円、43.7%の増加となりました。営業損益につきましては、営業利益 3 億 73 百万円となり、
前年同期に比べ 1億 94百万円、108.5%の増加となりました。 

 

(２) 財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末の資産は、現金及び預金や有形固定資産が増加したことなどから、

前連結会計年度末に比べ 143 億 62百万円増加し、1,066 億 87百万円となりました。 

負債は、借入金が増加したことなどから 94億 92 百万円増加し、493億 94 百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金が増加したことなどから 48億 69 百万円増加し、572億 93百万円となり

ました。自己資本比率は、前連結会計年度末の 55.2%から 52.1%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 月期通期業績予想につきましては、2021 年 11 月 12 日付にて公表しました業績予想
を修正しております。あわせて、配当予想も修正しております。詳しくは、別途公表いたしまし
た「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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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
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,684 29,171

受取手形及び売掛金 13,804 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 16,438

電子記録債権 1,003 1,351

商品及び製品 4,294 5,042

仕掛品 3,737 3,846

原材料及び貯蔵品 2,543 3,081

その他 1,703 3,047

貸倒引当金 △69 △66

流動資産合計 50,700 61,914

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,838 8,921

機械装置及び運搬具（純額） 13,663 12,117

その他（純額） 8,928 13,864

有形固定資産合計 31,430 34,903

無形固定資産 681 686

投資その他の資産

投資有価証券 7,845 7,496

繰延税金資産 997 1,090

その他 671 600

貸倒引当金 △2 △3

投資その他の資産合計 9,512 9,183

固定資産合計 41,624 44,772

資産合計 92,324 106,687
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,868 7,681

電子記録債務 735 1,415

短期借入金 4,390 4,319

1年内返済予定の長期借入金 5,304 5,282

未払法人税等 551 1,581

役員賞与引当金 79 53

その他 3,807 4,949

流動負債合計 20,738 25,282

固定負債

長期借入金 17,049 21,916

役員退職慰労引当金 128 137

役員株式給付引当金 6 9

退職給付に係る負債 1,704 1,825

その他 273 222

固定負債合計 19,163 24,111

負債合計 39,901 49,394

純資産の部

株主資本

資本金 2,877 2,877

資本剰余金 1,829 1,829

利益剰余金 43,584 48,337

自己株式 △70 △68

株主資本合計 48,221 52,975

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,817 2,551

為替換算調整勘定 △214 △71

退職給付に係る調整累計額 156 153

その他の包括利益累計額合計 2,759 2,634

非支配株主持分 1,443 1,683

純資産合計 52,423 57,293

負債純資産合計 92,324 106,687
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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 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

売上高 37,426 44,764

売上原価 27,998 30,404

売上総利益 9,428 14,360

販売費及び一般管理費 5,821 6,346

営業利益 3,607 8,013

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 205 203

保険解約返戻金 54 －

為替差益 － 94

その他 124 212

営業外収益合計 386 513

営業外費用

支払利息 142 206

為替差損 76 －

デリバティブ評価損 23 88

試作品売却損 231 179

その他 33 49

営業外費用合計 507 524

経常利益 3,486 8,001

特別利益

投資有価証券売却益 － 131

特別利益合計 － 131

特別損失

固定資産除却損 91 29

投資有価証券評価損 360 －

特別損失合計 452 29

税金等調整前四半期純利益 3,034 8,103

法人税等 938 2,294

四半期純利益 2,095 5,808

非支配株主に帰属する四半期純利益 117 192

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,978 5,616
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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 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

四半期純利益 2,095 5,808

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,349 △202

為替換算調整勘定 △228 149

退職給付に係る調整額 4 △2

その他の包括利益合計 1,125 △54

四半期包括利益 3,221 5,753

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,101 5,491

非支配株主に係る四半期包括利益 120 262
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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）

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。但し、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計算し

ております。

（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け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。この収益認

識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。

(代理人取引に係る収益認識)

商事事業における一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりま

したが、顧客への財又はサービスの提供における商事事業の役割が代理人に該当する取引については、顧客か

ら受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。

なお、これにより連結損益計算書に与える影響はありませんが、「(セグメント情報等) ３．報告セグメン

トの変更等に関する事項」の注記に記載の通り、「基礎化学品事業」「精密化学品事業」「鉄系事業」「商事

事業」のセグメント別の売上高に影響が生じております。

(工事契約等に係る収益認識)

設備事業における工事契約等に関して、従来は工事完成基準を適用しておりましたが、第１四半期連結会計

期間の期首より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

なお、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない工事については、原価回収基準を適用してお

ります。

(製品の輸出販売に係る収益認識)

製品の輸出販売について、従来は主に船積基準により収益を認識しておりましたが、主にインコタームズ等

で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。
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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、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、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、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。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は447百万円減少し、売上原価は378百万円減少し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ68百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高

に与える影響はありません。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることとしております。なお、収益認識会計基準第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３四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しております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。
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（セグメント情報）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第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
調整額
(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２
基礎化学品

事業

精密化学品

事業
鉄系事業 商事事業 設備事業 計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 4,120 29,231 1,282 1,811 981 37,426 － 37,426

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

865 298 22 2,952 1,938 6,077 △6,077 －

計 4,986 29,529 1,304 4,764 2,919 43,504 △6,077 37,426

セグメント利益又は
損失(△)

△213 3,469 131 99 179 3,666 △59 3,607

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△59百万円は、セグメント間取引消去であります。

２．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。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021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
調整額
(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２
基礎化学品

事業

精密化学品

事業
鉄系事業 商事事業 設備事業 計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 5,688 35,154 1,917 594 1,409 44,764 － 44,764

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － 0 1,010 2,255 3,266 △3,266 －

計 5,688 35,154 1,917 1,605 3,665 48,030 △3,266 44,764

セグメント利益又は
損失(△)

△55 7,089 402 145 373 7,955 58 8,013

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額58百万円は、セグメント間取引消去であります。

２．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。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載の通り、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認

識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しており

ます。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「基礎化学品事業」の(1) 外部顧客

への売上高は905百万円増加、(2) セグメント間の内部売上高又は振替高は905百万円減少、その結果売上高

合計の増減はありません。

「精密化学品事業」の(1) 外部顧客への売上高は69百万円減少、(2) セグメント間の内部売上高又は振替

高は311百万円減少、その結果売上高合計は381百万円減少、セグメント利益は68百万円減少しております。

「鉄系事業」の(1) 外部顧客への売上高は71百万円増加、(2) セグメント間の内部売上高又は振替高は71

百万円減少、その結果売上高合計の増減はありません。

「商事事業」の(1) 外部顧客への売上高は1,289百万円減少、(2) セグメント間の内部売上高又は振替高

は2,731百万円減少、その結果売上高合計は4,020百万円減少しております。

「設備事業」の(1) 外部顧客への売上高は66百万円減少、(2) セグメント間の内部売上高又は振替高は

316百万円増加、その結果売上高合計は250百万円増加しております。

なお「基礎化学品事業」、「鉄系事業」、「商事事業」、「設備事業」のセグメント利益に与える影響は

ありません。
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