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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５月期第２四半期 9,537 9.0 605 △36.0 615 △36.7 396 △40.6

2022年５月期第２四半期 8,750 △9.9 945 △38.2 972 △36.2 667 △37.5

（注）包括利益 2023年５月期第２四半期 485百万円 （△29.3％） 2022年５月期第２四半期 686百万円 （△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５月期第２四半期 67.13 －

2022年５月期第２四半期 113.07 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年５月期第２四半期 21,736 12,927 59.5

2022年５月期 20,796 12,524 60.2

（参考）自己資本 2023年５月期第２四半期 12,927百万円 2022年５月期 12,524百万円

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５月期 － 14.00 － 14.00 28.00

2023年５月期 － 32.00

2023年５月期（予想） － 32.00 64.00

（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 19,500 9.6 1,200 △34.3 1,210 △34.8 800 △35.0 135.51

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

１．2023年５月期第２四半期の連結業績（2022年６月１日～2022年11月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2023年５月期の連結業績予想（2022年６月１日～2023年５月31日）

連結業績予想の修正については、本日（2022年12月23日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご覧ください。



（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        ： 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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年５月期２Ｑ 5,943,052株 2022年５月期 5,943,052株

②  期末自己株式数 2023年５月期２Ｑ 39,612株 2022年５月期 39,592株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年５月期２Ｑ 5,903,452株 2022年５月期２Ｑ 5,903,553株

※  注記事項

（注）詳細は、添付資料「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」

をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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

　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

注意事項については、添付資料「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、コロナとの共生が進展するなかで、各種政策の効果もあり、経

済活動の持ち直しの動きがありました。

しかしながら、世界的な金融引締め等を背景とした海外景気の下振れリスク、物価上昇による家計や企業への影響

など、依然として先行き不透明な状況が続きました。

当社グループの主要顧客である飲食店や宿泊施設は、外出機会の増加や全国旅行支援等の政策効果もあり、客数の

持ち直しの動きが見られました。

このような状況下、当社グループは、新中期経営計画「ＮＸ２０２５」に基づき、感染対策用製品の開発及び拡

販、新規チャネルの拡大に注力いたしました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、洗剤洗浄剤及び固形燃料等の伸長により、95億３千７百万円

（前年同四半期比 9.0％増）となりました。

利益につきましては、製品価格の適正化やコスト削減の取り組みを強化しましたが、原材料価格高騰や物流費上昇

の影響を大きく受け、営業利益６億５百万円（同 36.0％減）、経常利益６億１千５百万円（同 36.7％減）となりま

した。親会社株主に帰属する四半期純利益は、３億９千６百万円（同 40.6％減）となりました。

当社グループは、業務用の化成品事業を行っており、単一セグメントであるため、セグメント別の情報はありませ

ん。当社グループ製造品及び仕入商品等の売上高は、次のとおりであります。

＜当社グループ製造品＞（業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤・漂白剤・固形燃料等）

アルコール製剤は、需要が緩やかに落ち着きつつあり、その影響を受けましたが、洗浄効果を付与した食品添加物

アルコール製剤「ノロスターセキュアフォーム」の投入や官公庁やレジャー施設などへの新規チャネル開拓が進んだ

ことにより、新型コロナウイルス感染症流行前と比較し、一定の伸びで推移いたしました。

飲食店や宿泊施設向けの洗剤洗浄剤及び固形燃料等においては、旅行及び外食に持ち直しの動きがあったことと、

「ノロスタートイレクリーナー」など感染対策用新製品を中心に顧客のニーズに沿った製品・サービスの提案を行っ

た結果、売上は増加いたしました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループ製造品売上高は、74億６千１百万円（前年同四半期比 6.4％

増）となりました。

＜仕入商品等＞

当第２四半期連結累計期間の売上高は、20億７千６百万円（同 19.5％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

資産は前連結会計年度末と比較して９億４千万円増加し、217億３千６百万円となりました。主には、「現金及

び預金」が３億３千１百万円、「受取手形及び売掛金」が４億９千３百万円、「商品及び製品」が２億５千６百万

円それぞれ増加しました。

（負債）

負債は前連結会計年度末と比較して５億３千７百万円増加し、88億９百万円となりました。主には、「支払手形

及び買掛金」が２億８千３百万円、「電子記録債務」が５億３千６百万円それぞれ増加し、「短期借入金」が１億

６千３百万円、「長期借入金」が２億２千１百万円それぞれ減少しました。

（純資産）

純資産は前連結会計年度末と比較して４億２百万円増加し、129億２千７百万円となりました。主には、親会社

株主に帰属する四半期純利益３億９千６百万円による増加と、配当金の支払８千２百万円によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、2022年７月14日に公表した業績予想を修正しております。詳細につきまして

は、本日（2022年12月23日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,057,120 6,388,842

受取手形及び売掛金 2,916,729 3,410,713

電子記録債権 1,108,249 1,124,779

商品及び製品 858,442 1,115,131

仕掛品 34,054 36,347

原材料及び貯蔵品 526,452 620,132

その他 108,097 86,741

貸倒引当金 △4,825 △4,818

流動資産合計 11,604,321 12,777,870

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,221,169 3,127,709

土地 2,996,507 2,996,507

その他（純額） 1,296,292 1,219,085

有形固定資産合計 7,513,969 7,343,302

無形固定資産

その他 260,828 215,772

無形固定資産合計 260,828 215,772

投資その他の資産

その他 1,526,561 1,512,005

貸倒引当金 △109,635 △112,161

投資その他の資産合計 1,416,925 1,399,843

固定資産合計 9,191,723 8,958,919

資産合計 20,796,044 21,736,789

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 982,717 1,266,124

電子記録債務 1,559,854 2,095,883

短期借入金 766,250 602,422

未払法人税等 236,532 254,994

その他 886,799 960,055

流動負債合計 4,432,153 5,179,479

固定負債

長期借入金 2,291,050 2,069,764

退職給付に係る負債 1,406,477 1,427,372

その他 142,226 133,140

固定負債合計 3,839,754 3,630,277

負債合計 8,271,907 8,809,757

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５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 585,199 585,199

資本剰余金 595,337 595,337

利益剰余金 11,085,292 11,398,966

自己株式 △51,201 △51,249

株主資本合計 12,214,627 12,528,254

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 45,687 46,516

為替換算調整勘定 263,822 352,261

その他の包括利益累計額合計 309,509 398,777

純資産合計 12,524,137 12,927,031

負債純資産合計 20,796,044 21,736,789
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年６月１日
　至　2021年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

売上高 8,750,452 9,537,353

売上原価 5,061,309 6,110,005

売上総利益 3,689,143 3,427,347

販売費及び一般管理費 2,744,082 2,822,077

営業利益 945,060 605,270

営業外収益

受取利息 4,374 4,437

受取配当金 4,320 4,345

受取賃貸料 22,838 22,338

貸倒引当金戻入額 11,261 -

その他 9,022 8,968

営業外収益合計 51,817 40,090

営業外費用

支払利息 5,464 4,466

賃貸収入原価 14,300 12,998

売電原価 3,319 3,311

為替差損 887 5,721

貸倒引当金繰入額 - 2,946

営業外費用合計 23,971 29,444

経常利益 972,906 615,916

特別利益

固定資産売却益 68 177

投資有価証券売却益 - 1,343

特別利益合計 68 1,520

特別損失

固定資産除売却損 430 313

特別損失合計 430 313

税金等調整前四半期純利益 972,544 617,123

法人税等 305,003 220,800

四半期純利益 667,540 396,322

親会社株主に帰属する四半期純利益 667,540 396,322

（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６月１日
　至　2021年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

四半期純利益 667,540 396,322

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,281 828

為替換算調整勘定 34,369 88,439

その他の包括利益合計 19,088 89,267

四半期包括利益 686,628 485,590

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 686,628 485,590

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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（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）

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おります。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症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)に記載した新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に関す

る仮定について重要な変更はありません。
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