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（百万円未満切捨て）

（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 35,359 40.5 9,578 49.1 10,757 65.9 7,516 67.5

2022年3月期第2四半期 25,167 23.7 6,425 38.8 6,482 43.9 4,488 45.4

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期 8,704百万円（84.8％） 2022年3月期第2四半期 4,710百万円（50.4％）

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

2023年3月期第2四半期 213.26 －

2022年3月期第2四半期 126.59 －

2023年3月期第2四半期 11,624百万円 2022年3月期第2四半期 8,550百万円

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

2023年3月期第2四半期 98,973 82,950 83.8 2,353.63

2022年3月期 92,009 75,303 81.8 2,136.65

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 82,950百万円 2022年3月期 75,303百万円

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 － 30.00 55.00

2023年3月期 － 30.00

2023年3月期（予想） － 30.00 60.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％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 68,500 22.8 17,100 13.7 18,100 16.7 12,550 15.2 356.09

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

通期 21,750百万円（11.6％）

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）

（参考）減価償却前連結営業利益（連結営業利益＋減価償却費）

（2）連結財政状態

2．配当の状況

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）

（参考）減価償却前連結営業利益（連結営業利益＋減価償却費）



（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

（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年3月期2Ｑ 35,511,000株 2022年3月期 35,511,000株

②  期末自己株式数 2023年3月期2Ｑ 267,425株 2022年3月期 267,425株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Ｑ 35,243,575株 2022年3月期2Ｑ 35,452,463株

※  注記事項

（注）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の有無となります。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、添付資料Ｐ．9「2．四半期連結財務諸表及び主な注記(4)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）

※  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および合理的であると

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およ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Ｐ．2「1．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧下さい。
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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経済環境は、インフレの進行が継続しており、欧米の中央銀行が金融引き締

めを強化したことにより、利上げによる景気後退懸念が一層強まりました。さらに、中国経済の減速、ウクライナ

問題の長期化等、経済への影響が懸念される課題は、拡大、継続しています。日本経済においても、新型コロナウ

イルス感染症の再拡大はピークを越え、社会経済活動の規制は解除されつつあるものの、資源価格、穀物価格は高

止まりし、加えて円安の進行により物価の高騰が継続し、経済への影響が懸念される状況で推移しました。

このような情勢下、当社グループは従業員の健康・安全を 優先に配慮した上で、感染対策を徹底して事業の継

続に注力しました。加えて、成長を持続するため各事業において、拡販・価格改定等の営業体制強化、設備投資計

画の推進、既存設備の維持・強化、原料資材の安定確保、コストダウンや効率化による供給体制の強化、新製品開

発の推進、研究施設の拡充等の研究開発体制の強化の取り組みを進めました。さらに、就業環境、社内体制の整備

等、ガバナンス体制の強化を進め、経営基盤のさらなる強化に取り組みました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は35,359百万円（前年同期比40.5％増、10,191百万円増）となり

ました。営業利益は9,578百万円（同49.1％増、3,153百万円増）、経常利益は10,757百万円（同65.9％増、4,275

百万円増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は7,516百万円（同67.5％増、3,027百万円増）となりました。

売上高、営業利益は、後述の各セグメントの要因により増収増益となりました。経常利益は、営業利益の増加に

加え、各国通貨に対するドル高の進行による為替差益の計上により増益となりました。親会社株主に帰属する四半

期純利益は、投資有価証券売却益の計上の影響も加わり増益となりました。

当社グループの報告セグメントの業績は、次のとおりです。

（ライフサイエンス事業）

ライフサイエンス事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が19,377百万円（前年同期比34.2％増、4,933百

万円増）、営業利益は3,348百万円（同61.3％増、1,271百万円増）となりました。

日本においては、原料価格の高値は継続し、販売価格が原料価格に連動する契約となっている製品の販売単価は

引き続き上昇しました。その他の製品においても、原料価格、輸入価格の高騰に対応して販売価格の改定を継続し

て実施しています。リンゴ酸の輸出も順調に推移し、価格改定や円安の効果もあり売上高は増加しました。海外子

会社においても、原料価格の高騰に対して価格改定を実施し、販売促進の取り組みによる各国での売上増加、円安

による円換算後の増加効果もあり、売上高は増加しました。その結果、セグメント全体の売上高は前四半期連結累

計期間を上回りました。営業利益は、世界的な原料価格の高騰、円安による輸入価格の上昇、エネルギー価格の上

昇、物流費増加等のコストアップの影響があったものの、売上高の増加により、前四半期連結累計期間を上回り増

収増益となりました。

（電子材料および機能性化学品事業）

電子材料および機能性化学品事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が15,981百万円（前年同期比49.0％

増、5,258百万円増）、営業利益は7,149百万円（同41.8％増、2,107百万円増）となりました。

半導体市場は、欧米経済の減速懸念や中国経済の減速による需要減退の懸念材料はあるものの、成長は継続し、

引き続き堅調に推移しました。当社主力製品の超高純度コロイダルシリカは、半導体の微細化の進展により需要は

増加し、採用も増加しています。原料価格の高騰は一時より緩和したものの、高値は継続しており、販売価格の改

定を継続し、円安効果もあり売上高は増加しました。加えて、在宅勤務の普及によるトナー需要減退の影響を受け

たナノパウダーの需要は回復し、セグメント全体の売上高は前四半期連結累計期間を上回りました。営業利益は、

原料価格、エネルギー価格の上昇が製造コストに大きく影響し、物流費も増加したものの、売上高の増加、増産に

よるコストダウン効果、生産設備に係る減価償却費の減少により、前四半期連結累計期間を上回り増収増益となり

ました。

（2）財政状態に関する説明

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6,963百万円増加し、98,973百万円となりまし

た。これは主に、京都事業所および鹿島事業所の大型設備投資等に係る建設仮勘定の増加によるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ683百万円減少し、16,022百万円となりました。これは主に、支払手形及び買

掛金、未払金、設備関係未払金および修繕引当金の減少によるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ7,647百万円増加し、82,950百万円となりました。これは主に、利益剰余金

の増加によるものです。
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会社名

事業所

（所在地）

セグメント

の名称
設備の内容

投資予定額
資金調達

方法

着手及び完了予定

総額

（百万円）

既支払額

（百万円）

着手

（年月）

完了

（年月）

扶桑化学工業㈱

鹿島事業所

（茨城県神栖市）

電子材料お

よび機能性

化学品事業

超高純度コロ

イダルシリカ

製造設備およ

び付帯設備

18,000 8,462

(注)

自己資金 2021年8月 2023年4月

扶桑化学工業㈱

京都事業所

(京都府福知山市)

電子材料お

よび機能性

化学品事業

超高純度コロ

イダルシリカ

製造設備およ

び付帯設備

10,000 3,398

(注)

自己資金 2022年8月 2024年4月

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年3月期の業績予想については、2022年9月16日の「業績予想修正に関するお知らせ」で公表しました通期の

連結業績予想に変更はありません。

（4）その他

（重要な設備の新設等）

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設等について、当第2四半期連結累計期間に変更があ

ったものは次のとおりです。

（注）既支払額を変更しています。
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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)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,236,473 21,350,960

受取手形及び売掛金 14,886,764 16,231,675

有価証券 123,756 －

商品及び製品 7,972,496 9,507,500

仕掛品 764,836 690,129

原材料及び貯蔵品 3,240,909 3,689,577

その他 866,980 1,029,394

貸倒引当金 △14,013 △14,946

流動資産合計 52,078,203 52,484,291

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,651,063 9,743,645

機械装置及び運搬具（純額） 7,049,478 7,346,500

土地 6,902,935 6,924,113

建設仮勘定 11,247,687 17,728,698

その他（純額） 439,421 577,812

有形固定資産合計 35,290,587 42,320,769

無形固定資産 1,904,627 1,675,519

投資その他の資産

投資有価証券 1,030,246 847,790

長期前払費用 492,355 421,153

繰延税金資産 910,570 910,913

退職給付に係る資産 121,063 107,456

その他 181,848 205,371

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 2,736,084 2,492,687

固定資産合計 39,931,299 46,488,976

資産合計 92,009,502 98,973,268

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
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,039,108 2,887,416

未払金 1,883,766 1,676,615

設備関係未払金 4,900,797 4,712,891

未払法人税等 3,219,784 3,020,198

賞与引当金 628,515 683,587

役員賞与引当金 65,600 64,000

修繕引当金 373,514 169,417

その他 556,315 679,784

流動負債合計 14,667,402 13,893,912

固定負債

繰延税金負債 187,187 228,913

退職給付に係る負債 1,555,891 1,595,680

長期設備関係未払金 182,180 174,794

資産除去債務 8,289 17,924

その他 105,202 111,490

固定負債合計 2,038,751 2,128,803

負債合計 16,706,154 16,022,715

純資産の部

株主資本

資本金 4,334,047 4,334,047

資本剰余金 4,820,722 4,820,722

利益剰余金 64,183,183 70,642,017

自己株式 △1,112,561 △1,112,561

株主資本合計 72,225,391 78,684,226

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 421,137 315,025

繰延ヘッジ損益 25,107 22,269

為替換算調整勘定 2,631,711 3,929,031

その他の包括利益累計額合計 3,077,957 4,266,325

純資産合計 75,303,348 82,950,552

負債純資産合計 92,009,502 98,973,268
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（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 25,167,339 35,359,319

売上原価 15,138,136 21,066,444

売上総利益 10,029,202 14,292,874

販売費及び一般管理費 3,603,939 4,714,317

営業利益 6,425,262 9,578,556

営業外収益

受取利息 7,020 25,606

受取配当金 14,682 13,215

為替差益 26,482 1,122,723

その他 12,645 23,089

営業外収益合計 60,831 1,184,635

営業外費用

支払手数料 － 1,769

減価償却費 1,277 1,767

投資事業組合運用損 1,728 1,714

その他 572 406

営業外費用合計 3,579 5,658

経常利益 6,482,515 10,757,534

特別利益

固定資産売却益 554 －

投資有価証券売却益 10,793 84,121

特別利益合計 11,348 84,121

特別損失

固定資産除却損 18,181 19,489

投資有価証券評価損 397 －

特別損失合計 18,579 19,489

税金等調整前四半期純利益 6,475,284 10,822,166

法人税、住民税及び事業税 1,920,353 3,251,619

法人税等調整額 66,722 54,405

法人税等合計 1,987,075 3,306,024

四半期純利益 4,488,208 7,516,141

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,488,208 7,516,141

（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）
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（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 4,488,208 7,516,141

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 101,399 △106,112

繰延ヘッジ損益 △5,080 △2,838

為替換算調整勘定 125,923 1,297,319

その他の包括利益合計 222,241 1,188,368

四半期包括利益 4,710,450 8,704,510

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,710,450 8,704,510

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第2四半期連結累計期間）
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     （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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 6,475,284 10,822,166

減価償却費 2,124,951 2,046,170

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,190 △1,279

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,390 52,859

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,890 △1,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19,302 53,231

修繕引当金の増減額（△は減少） △157,673 △204,097

受取利息及び受取配当金 △21,703 △38,822

為替差損益（△は益） △40,954 △796,974

有形固定資産売却損益（△は益） △554 －

固定資産除却損 18,181 19,489

投資有価証券売却損益（△は益） △10,793 △84,121

投資有価証券評価損益（△は益） 397 －

投資事業組合運用損益（△は益） 1,728 1,714

売上債権の増減額（△は増加） △1,345,088 △1,000,846

棚卸資産の増減額（△は増加） △389,212 △1,660,655

仕入債務の増減額（△は減少） 272,632 △231,818

未払金の増減額（△は減少） 54,108 △243,419

その他 △575,134 12,703

小計 6,342,161 8,744,699

利息及び配当金の受取額 21,804 32,956

法人税等の支払額 △1,768,649 △3,488,601

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,595,316 5,289,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △938,934 △812,565

定期預金の払戻による収入 614,514 562,330

有価証券の取得による支出 △111,007 －

有価証券の売却による収入 111,007 135,453

有形固定資産の取得による支出 △1,285,448 △8,467,796

有形固定資産の売却による収入 818 －

無形固定資産の取得による支出 △164,685 △155,055

投資有価証券の取得による支出 △4,736 △6,690

投資有価証券の売却による収入 14,474 118,911

長期貸付金の回収による収入 0 0

その他 △11,268 △12,586

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,775,265 △8,637,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1,107,790 －

配当金の支払額 △887,725 △1,057,227

リース債務の返済による支出 △2,808 △4,786

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,998,324 △1,062,014

現金及び現金同等物に係る換算差額 64,556 1,219,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 886,283 △3,191,293

現金及び現金同等物の期首残高 24,835,971 23,460,102

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,722,254 20,268,808

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（4）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）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第2四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います。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に

定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ

ととしました。これによる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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（単位：千円）

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

ライフサイエ
ンス事業

電子材料およ
び機能性化学

品事業
計

売上高

外部顧客への売上高 14,444,336 10,723,002 25,167,339 － 25,167,339

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 14,444,336 10,723,002 25,167,339 － 25,167,339

セグメント利益 2,076,286 5,041,576 7,117,863 △692,600 6,425,262

減価償却費 704,801 1,403,605 2,108,407 16,544 2,124,951

（単位：千円）

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

ライフサイエ
ンス事業

電子材料およ
び機能性化学

品事業
計

売上高

外部顧客への売上高 19,377,492 15,981,826 35,359,319 － 35,359,319

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 19,377,492 15,981,826 35,359,319 － 35,359,319

セグメント利益 3,348,024 7,149,238 10,497,263 △918,707 9,578,556

減価償却費 706,283 1,281,517 1,987,800 58,369 2,046,170

（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  2021年4月1日  至  2021年9月30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

（注）1．セグメント利益の調整額は、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る費用

△692,600千円です。

2．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

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事項

該当事項はありません。

Ⅱ  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）

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

（注）1．セグメント利益の調整額は、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る費用

△918,707千円です。

2．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

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事項

該当事項はありません。
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