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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第１四半期 5,125 8.8 660 6.7 741 7.2 513 △3.7

2022年３月期第１四半期 4,710 14.4 619 157.1 691 140.6 533 154.1
(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 423百万円( △1.4％) 2022年３月期第１四半期 429百万円( △5.8％)
　

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

2023年３月期第１四半期 33.36 ―

2022年３月期第１四半期 33.18 ―
　

(注)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 25,695 21,172 82.4

2022年３月期 25,884 21,494 83.0
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 21,172百万円 2022年３月期 21,494百万円
　

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

2022年３月期 ― 25.00 ― 14.00 39.00

2023年３月期 ―

2023年３月期(予想) 17.00 ― 17.00 34.00
(注)１ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

配当予想の修正については、本日（2022年７月28日）公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」
をご覧ください。

２ 当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2022年３月期第２四
半期末については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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) 10,000 4.1 1,320 △1.3 1,360 △4.3 1,060 △6.7 67.66

通期 20,600 8.2 2,580 9.5 2,670 6.2 2,100 2.4 134.04
(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
　

　

（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 ： 無

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) 2023年３月期１Ｑ 16,308,280株 2022年３月期 16,308,280株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 1,063,868株 2022年３月期 641,868株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 15,385,078株 2022年３月期１Ｑ 16,066,676株
　

(注)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期中平均株式数」を算定しております。

　

※ 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あた
っての注意事項等については、添付資料P2「１.当四半期決算に関する定性的情報（２）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におけるわが国経済は、穏やかな回復基調が続いておりますが、新型コロナウイルス

感染症、ウクライナ情勢、原油・原材料価格の高騰が国内・海外経済に与える影響や円安による影響により、先行

きは不透明であります。

　このような状況の中、当社グループは、高付加価値製品の開発に取り組み、Ｗｅｂ会議システム及び対面での営

業活動を進め、市場拡大に努めてまいりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高5,125百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益660百万円

（前年同期比6.7％増）、経常利益741百万円（前年同期比7.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益513百万

円（前年同期比3.7％減）となりました。

　セグメント別の業績の概要は、次のとおりであります。

＜金属表面処理剤及び機器等＞

　電子部品業界は、普及期に入った５Ｇ関連サーバー等の需要拡大があり、金属表面処理剤は好調に推移しまし

た。

　また、データサーバー向けなどのパッケージ基板が好調だったことにより、設備投資が旺盛となり、分析装置の

販売は好調に推移しました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、2,759百万円（前年同期比3.7％増）となりました。

＜電 子 材 料＞

　機能材料加工品は、半導体市況が好調であり、半導体製造装置及び半導体検査装置向けセラミックス及びエンプ

ラの売上が伸長しました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、220百万円（前年同期比35.6％増）となりました。

＜自動車用化学製品等＞

　エアコン洗浄剤の販売は、2022年４月に一部製品のモデルチェンジを実施し、取組カーディーラーの拡大を図っ

たことにより前年を上回りました。また、原材料価格の高騰を受け、一部製品の値上げを実施しました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、909百万円（前年同期比12.4％増）となりました。

＜工 業 薬 品＞

　工業薬品は、鉄鋼需要の回復を始めとした市況の上昇を背景に、サプライチェーン強化によるシェア拡大もあり、

前年を大きく上回りました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、1,235百万円（前年同期比14.7％増）となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期第２四半期及び通期の業績予想につきましては、2022年５月13日に公表いたしました業績予想値か

ら変更はありません。
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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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,535,879 4,820,262

受取手形及び売掛金 3,934,083 4,239,773

電子記録債権 601,316 767,032

有価証券 ― 100,010

商品及び製品 877,418 892,635

仕掛品 197,610 248,351

原材料及び貯蔵品 646,296 878,546

その他 89,381 135,412

流動資産合計 11,881,986 12,082,025

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,125,229 3,124,907

その他(純額） 2,444,640 2,462,947

有形固定資産合計 5,569,869 5,587,854

無形固定資産 81,477 74,468

投資その他の資産

投資有価証券 7,303,865 6,862,180

その他 1,052,661 1,094,240

貸倒引当金 △5,250 △5,250

投資その他の資産合計 8,351,277 7,951,171

固定資産合計 14,002,624 13,613,494

資産合計 25,884,611 25,695,519

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,700,805 2,014,687

電子記録債務 858,426 849,772

未払法人税等 426,645 257,707

賞与引当金 216,716 114,315

役員賞与引当金 38,500 6,975

その他 472,432 662,943

流動負債合計 3,713,527 3,906,400

固定負債

退職給付に係る負債 51,307 51,928

その他 624,916 565,185

固定負債合計 676,223 617,114

負債合計 4,389,751 4,523,514
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,980,874 1,980,874

資本剰余金 2,293,384 2,293,384

利益剰余金 17,150,319 17,444,271

自己株式 △683,585 △1,210,663

株主資本合計 20,740,992 20,507,866

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 756,475 660,018

為替換算調整勘定 △2,607 4,120

その他の包括利益累計額合計 753,868 664,138

純資産合計 21,494,860 21,172,005

負債純資産合計 25,884,611 25,695,519

　



石原ケミカル株式会社(4462) 2023年３月期 第１四半期決算短信

5

（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

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 4,710,918 5,125,550

売上原価 3,096,313 3,437,219

売上総利益 1,614,605 1,688,331

販売費及び一般管理費 995,312 1,027,462

営業利益 619,292 660,868

営業外収益

受取利息 4,462 3,813

受取配当金 22,021 23,990

為替差益 3,700 37,602

保険返戻金 25,070 ―

その他 17,666 16,866

営業外収益合計 72,922 82,272

営業外費用

支払利息 33 352

自己株式取得費用 ― 1,054

賃貸費用 510 510

その他 3 5

営業外費用合計 547 1,922

経常利益 691,667 741,219

特別利益

投資有価証券売却益 61,072 ―

特別利益合計 61,072 ―

特別損失

固定資産除却損 0 2,713

特別損失合計 0 2,713

税金等調整前四半期純利益 752,740 738,505

法人税等 219,574 225,223

四半期純利益 533,166 513,282

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 533,166 513,282
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 533,166 513,282

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △107,404 △96,457

為替換算調整勘定 3,626 6,727

その他の包括利益合計 △103,778 △89,729

四半期包括利益 429,387 423,552

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 429,387 423,552

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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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。

　


