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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９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２四半期 10,369 7.9 1,259 △5.9 1,363 △4.1 944 △16.9

2022年３月期第２四半期 9,608 18.1 1,337 125.6 1,421 114.7 1,136 121.3
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 829百万円( △22.2％) 2022年３月期第２四半期 1,066百万円( 38.7％)
　

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２四半期 61.63 ―

2022年３月期第２四半期 71.63 ―
　

(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２四半期 26,485 21,588 81.5

2022年３月期 25,884 21,494 83.0
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 21,588百万円 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 ― 17.00

2023年３月期(予想) ― 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 ： 無

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、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 20,600 8.2 2,580 9.5 2,670 6.2 2,100 2.4 137.38
(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２Ｑ 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２Ｑ 1,055,808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２Ｑ 15,318,782株 2022年３月期２Ｑ 15,866,630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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、Withコロナの考え方の下、経済社会活動の正常化が進んだこ

とにより持ち直しの兆しが見られましたが、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、国内及び海外における営業活動によ

り市場拡大に努めてまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高10,369百万円（前年同期比7.9％増）、旅費・減価償却

費・運賃など販売費及び一般管理費が増加したことにより、営業利益1,259百万円（前年同期比5.9％減）、経常利

益1,363百万円（前年同期比4.1％減）、政策保有株式の売却による投資有価証券売却益が減少したことにより、親

会社株主に帰属する四半期純利益944百万円（前年同期比16.9％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関連のデータセンター向けなど通信インフラ関連はパッケージ基板を中心

に需要拡大があり、金属表面処理剤は好調に推移しました。

　一方、化成処理液自動管理装置等については、スマートフォンやパソコン関連が低調に推移したことや設備メー

カーの部品調達遅延によりユーザーにおける設備投資が遅延・延期・中止となったことなどにより、機器等の販売

は前年を下回りました。

　また、自動車関連の減産や雑貨品の減産などにより、装飾用表面処理剤は低調に推移しました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、5,447百万円（前年同期比0.0％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、437百万円（前年同期比17.4％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、値上げ前の駆け

込み需要がありました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、1,898百万円（前年同期比12.8％増）となりました。

＜工 業 薬 品＞

　工業薬品は、市況の上昇及び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、2,584百万円（前年同期比22.7％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２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,535,879 5,405,757

受取手形及び売掛金 3,934,083 4,370,968

電子記録債権 601,316 766,174

商品及び製品 877,418 908,308

仕掛品 197,610 239,332

原材料及び貯蔵品 646,296 1,034,644

その他 89,381 148,191

流動資産合計 11,881,986 12,873,378

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,125,229 3,106,904

その他(純額） 2,444,640 2,495,043

有形固定資産合計 5,569,869 5,601,948

無形固定資産 81,477 67,346

投資その他の資産

投資有価証券 7,303,865 6,900,904

その他 1,052,661 1,046,957

貸倒引当金 △5,250 △5,250

投資その他の資産合計 8,351,277 7,942,611

固定資産合計 14,002,624 13,611,906

資産合計 25,884,611 26,485,285

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,700,805 2,166,058

電子記録債務 858,426 950,224

未払法人税等 426,645 468,617

賞与引当金 216,716 225,098

役員賞与引当金 38,500 13,950

その他 472,432 403,557

流動負債合計 3,713,527 4,227,505

固定負債

退職給付に係る負債 51,307 52,549

資産除去債務 ― 67,841

その他 624,916 549,189

固定負債合計 676,223 669,580

負債合計 4,389,751 4,897,086
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９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 2,294,566

利益剰余金 17,150,319 17,875,025

自己株式 △683,585 △1,201,497

株主資本合計 20,740,992 20,948,968

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 756,475 625,371

為替換算調整勘定 △2,607 13,859

その他の包括利益累計額合計 753,868 639,230

純資産合計 21,494,860 21,588,198

負債純資産合計 25,884,611 26,485,285
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 9,608,057 10,369,254

売上原価 6,310,972 7,041,930

売上総利益 3,297,085 3,327,324

販売費及び一般管理費 1,959,626 2,068,139

営業利益 1,337,458 1,259,184

営業外収益

受取利息 8,902 7,520

受取配当金 22,024 23,993

為替差益 6,167 44,319

保険返戻金 25,070 843

その他 24,013 30,863

営業外収益合計 86,179 107,540

営業外費用

支払利息 92 707

自己株式取得費用 902 1,054

賃貸費用 1,020 1,020

その他 4 238

営業外費用合計 2,019 3,020

経常利益 1,421,618 1,363,704

特別利益

固定資産売却益 169 ―

投資有価証券売却益 183,076 4,245

特別利益合計 183,246 4,245

特別損失

固定資産除却損 390 2,727

特別損失合計 390 2,727

税金等調整前四半期純利益 1,604,474 1,365,221

法人税等 467,898 421,186

四半期純利益 1,136,576 944,035

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 1,136,576 944,035
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 1,136,576 944,035

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △75,000 △131,104

為替換算調整勘定 4,450 16,466

その他の包括利益合計 △70,550 △114,637

四半期包括利益 1,066,026 829,397

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,066,026 829,397

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。

　


