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(百万円未満切捨て)

１．2022年９月期第２四半期の連結業績（2021年10月１日～2022年３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９月期第２四半期 19,194 4.9 551 22.6 572 22.6 372 15.0
2021年９月期第２四半期 18,289 19.4 449 213.9 466 182.5 323 221.2

(注) 包括利益 2022年９月期第２四半期 248百万円(△44.1％) 2021年９月期第２四半期 443百万円( 530.4％)
　

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９月期第２四半期 411.92 ―

2021年９月期第２四半期 352.97 ―
　

　

（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９月期第２四半期 16,749 6,436 38.0 7,067.87

2021年９月期 16,128 6,281 38.6 6,829.86
(参考) 自己資本 2022年９月期第２四半期 6,368百万円 2021年９月期 6,228百万円
　　　

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９月期 ― 0.00 ― 105.00 105.00

2022年９月期 ― 0.00

2022年９月期(予想) ― 90.00 90.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2022年９月期の連結業績予想（2021年10月１日～2022年９月30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 33,800 △6.7 578 △18.9 611 △19.5 433 △16.1 475.32
(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 ： 無
　

　

（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８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（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９月期２Ｑ 960,000株 2021年９月期 960,000株

② 期末自己株式数 2022年９月期２Ｑ 58,977株 2021年９月期 47,977株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年９月期２Ｑ 903,743株 2021年９月期２Ｑ 917,407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、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３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２四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の拡大により、企業収益の悪化や

個人消費の減速などありましたが、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進み感染状況も収束が見られ、景

気は持ち直しに向かうものの、新たなオミクロン株により、状況は一変いたしました。今後も国内外の新型コロナ

ウイルス感染症の動向、国内景気への影響やロシアによるウクライナ侵攻により世界で緊張が続くなど、先行き不

透明な状況が続いており、予断を許さない状況にあります。

このような経済状況の中で、当社グループはビジネス環境の変化に対応するため体質を強化し、積極的な営業活

動をしてまいりました。

この結果、前年同四半期と比べ、売上高は、191億94百万円と９億４百万円（前年同四半期比4.9％）の増収、営

業利益は、５億51百万円と１億１百万円（前年同四半期比22.6％）の増益、経常利益は、５億72百万円と１億５百

万円（前年同四半期比22.6％）の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は、３億72百万円と48百万円（前年同

四半期比15.0％）の増益となりました。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。以下「収益認識会計基準」という。）等の適用により、当第２四半期連結累計期間の売上高は76百万円増加

しております。

各セグメント別の経営成績は、以下のとおりであります。

（化学工業薬品）

化学工業薬品は、主力であります半導体を含むエレクトロニクス産業が引き続き堅調に推移し、前年同四半期を

上回りました。また、同関連機器は、分析機器の受注が増加したこともあり前年同四半期を上回りました。この結

果、売上高は、全体で96億64百万円と５億22百万円（前年同四半期比5.7％）の増収、セグメント利益(売上総利

益)は、８億46百万円と１億３百万円（前年同四半期比13.9％）の増益となりました。なお、収益認識会計基準等

の適用により、売上高は51百万円増加しております。

（臨床検査試薬）

臨床検査試薬は、競争激化の影響もありましたが、新型コロナウイルス感染症関連の検査試薬が増加したことな

どにより、前年同四半期を上回りました。また、同関連機器は、収益認識の会計基準の適用により、前年同四半期

を下回りました。この結果、売上高は、全体で77億76百万円と４億54百万円（前年同四半期比6.2％）の増収、セ

グメント利益(売上総利益)は、７億81百万円と78百万円（前年同四半期比11.2％）の増益となりました。なお、収

益認識会計基準等の適用により、売上高は24百万円増加しております。

（食品）

食品は、原料不足や新型コロナウイルス感染症による製造量減少などの影響により、前年同四半期を下回りまし

た。この結果、売上高は、16億27百万円と62百万円（前年同四半期比△3.7％）の減収、セグメント利益(売上総利

益)は、１億23百万円と７百万円（前年同四半期比△5.6％）の減益となりました。なお、収益認識会計基準等の適

用により、売上高は1百万円増加しております。

（その他）

その他は、花き、種苗等が減少したことにより、前年同四半期を下回りました。この結果、売上高は、１億24百

万円と９百万円（前年同四半期比△6.8％）の減収、セグメント利益(売上総利益)は、リベートの減少もあり32百

万円と10百万円（前年同四半期比△24.3％）の減益となりました。なお、収益認識会計基準等の適用により、売上

高は０百万円増加しております。
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（２）財政状態に関する説明

資産・負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、６億20百万円増加し、167億49百万円とな

りました。また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、４億65百万円増加し、103億12百万円、純資産

につきましては、前連結会計年度末に比べ、１億55百万円増加し、64億36百万円となりました。主な内容は以下の

とおりであります。

（資産）

資産の増加の主な要因は、投資有価証券が２億17百万円及び受取手形及び売掛金が１億33百万円減少したもの

の、現金及び預金が８億64百万円及び商品が２億45百万円増加したことによるものであります。

（負債）

負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が４億95百万円及び電子記録債務が１億７百万円増加したことに

よるものであります。

（純資産）

純資産の増加の主な要因は、その他有価証券評価差額金が１億40百万円減少したものの、利益剰余金が３億14百

万円増加したことによるものであります。なお、収益認識会計基準等の適用により、利益剰余金は38百万円増加し

ております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後のわが国経済につきましては、景気の回復は不透明であり、当社を取り巻く事業環境は依然として厳しいも

のと予想されます。第２四半期までの業績動向を踏まえ、2021年11月12日に公表した通期予想につきましては、計

画どおり推移しております。
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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：千円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 799,184 1,663,847

受取手形及び売掛金 8,528,957 8,395,733

電子記録債権 205,909 252,939

商品 1,030,432 1,276,245

リース投資資産 128,231 124,830

その他 310,284 310,573

貸倒引当金 △1,875 △2,204

流動資産合計 11,001,124 12,021,965

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 505,459 491,174

土地 1,495,006 1,495,006

リース資産（純額） 141,669 135,882

その他（純額） 320,751 328,322

有形固定資産合計 2,462,885 2,450,386

無形固定資産

リース資産 13,904 6,952

その他 8,292 7,499

無形固定資産合計 22,197 14,451

投資その他の資産

投資有価証券 1,710,775 1,492,902

リース投資資産 200,674 142,727

その他 756,285 652,816

貸倒引当金 △25,372 △25,864

投資その他の資産合計 2,642,363 2,262,581

固定資産合計 5,127,446 4,727,419

資産合計 16,128,570 16,749,385
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,811,196 8,306,998

電子記録債務 285,833 393,585

短期借入金 156,200 219,000

1年内返済予定の長期借入金 14,280 14,280

リース債務 179,529 165,199

未払法人税等 137,276 172,260

賞与引当金 57,450 57,565

その他 256,280 173,079

流動負債合計 8,898,046 9,501,968

固定負債

長期借入金 55,970 48,830

リース債務 308,671 247,815

繰延税金負債 310,294 248,021

退職給付に係る負債 99,801 94,522

役員退職慰労引当金 123,541 126,158

その他 50,532 45,110

固定負債合計 948,811 810,459

負債合計 9,846,857 10,312,428

純資産の部

株主資本

資本金 820,400 820,400

資本剰余金 881,100 881,100

利益剰余金 3,894,043 4,208,866

自己株式 △133,566 △168,907

株主資本合計 5,461,977 5,741,458

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 771,562 630,909

退職給付に係る調整累計額 △4,551 △4,059

その他の包括利益累計額合計 767,011 626,850

非支配株主持分 52,724 68,647

純資産合計 6,281,712 6,436,957

負債純資産合計 16,128,570 16,749,385
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年10月１日
　至 2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
　至 2022年３月31日)

売上高 18,289,677 19,194,621

売上原価 16,670,354 17,411,003

売上総利益 1,619,323 1,783,617

販売費及び一般管理費 1,169,814 1,232,610

営業利益 449,508 551,007

営業外収益

受取利息 1,308 1,439

受取配当金 10,724 13,246

受取手数料 4,247 5,036

その他 4,428 4,805

営業外収益合計 20,708 24,528

営業外費用

支払利息 531 828

支払手数料 1,854 2,202

その他 1,277 447

営業外費用合計 3,664 3,478

経常利益 466,553 572,057

特別利益

投資有価証券売却益 13,332 206

固定資産売却益 ― 26

投資事業組合運用益 ― 903

特別利益合計 13,332 1,136

特別損失

固定資産除却損 81 114

投資有価証券売却損 16 ―

投資有価証券評価損 18,402 26,620

その他 374 ―

特別損失合計 18,875 26,734

税金等調整前四半期純利益 461,010 546,459

法人税、住民税及び事業税 122,745 159,049

法人税等調整額 △705 △914

法人税等合計 122,040 158,134

四半期純利益 338,970 388,325

非支配株主に帰属する四半期純利益 15,151 16,054

親会社株主に帰属する四半期純利益 323,818 372,270
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年10月１日
　至 2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
　至 2022年３月31日)

四半期純利益 338,970 388,325

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 103,956 △140,653

退職給付に係る調整額 861 492

その他の包括利益合計 104,817 △140,160

四半期包括利益 443,788 248,164

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 428,533 232,241

非支配株主に係る四半期包括利益 15,254 15,923
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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。

・代理人取引に係る収益認識

保守に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客に移転

する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引である

と判断した結果、総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。

・一時点で充足される履行義務

保守に係る収益について、従来は、一定の期間にわたり充足される履行義務として収益を認識しておりました

が、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識す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きましては、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。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は76,768千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残

高は38,314千円増加しております。

（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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2021年３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：千円)

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額(注)化学工業薬品 臨床検査試薬 食品 その他 計

売上高

外部顧客への売上高 9,142,861 7,322,248 1,690,479 134,088 18,289,677 ― 18,289,677

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 9,142,861 7,322,248 1,690,479 134,088 18,289,677 ― 18,289,677

セグメント利益 743,139 702,950 130,510 42,723 1,619,323 ― 1,619,323

(注)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。

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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2022年３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並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額(注)化学工業薬品 臨床検査試薬 食品 その他 計

売上高

顧客との契約から生じる収益 9,664,991 7,776,993 1,627,640 124,995 19,194,621 ― 19,194,621

外部顧客への売上高 9,664,991 7,776,993 1,627,640 124,995 19,194,621 ― 19,194,621

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 9,664,991 7,776,993 1,627,640 124,995 19,194,621 ― 19,194,621

セグメント利益 846,572 781,491 123,208 32,344 1,783,617 ― 1,783,617

(注)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。

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。

　


