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(百万円未満切捨て)

１．2023年９月期第１四半期の連結業績（2022年10月１日～2022年12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 ％

2023年９月期第１四半期 9,409 4.1 254 18.7 271 18.6 182 22.9

2022年９月期第１四半期 9,042 5.5 214 58.3 228 55.4 148 52.7
(注) 包括利益 2023年９月期第１四半期 155百万円( 1.0％) 2022年９月期第１四半期 153百万円(△11.8％)
　

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９月期第１四半期 202.31 ―

2022年９月期第１四半期 163.69 ―
　

　

（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

2023年９月期第１四半期 16,967 6,733 39.2 7,383.23

2022年９月期 17,519 6,681 37.7 7,330.63
(参考) 自己資本 2023年９月期第１四半期 6,652百万円 2022年９月期 6,605百万円
　

　

　

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９月期 ― 0.00 ― 115.00 115.00

2023年９月期 ―

2023年９月期(予想) 0.00 ― 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
　　

　

３．2023年９月期の連結業績予想（2022年10月１日～2023年９月30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) 18,500 △3.6 340 △38.3 365 △36.2 230 △38.2 255.27

通期 35,000 △6.3 590 △37.5 640 △36.2 420 △36.1 466.14
(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 ： 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９月期１Ｑ 960,000株 2022年９月期 960,000株

② 期末自己株式数 2023年９月期１Ｑ 58,977株 2022年９月期 58,977株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年９月期１Ｑ 901,023株 2022年９月期１Ｑ 906,403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１四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んでいるものの、感染状況は未

だ改善されておりません。景気は持ち直しに向かうものの、国内外の新型コロナウイルス感染症の動向やロシアに

よるウクライナ侵攻により世界で緊張が続くなど、物価上昇もあり、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、94億９百万円と３億66百万円（前年同四半期比4.1％）の増収、営

業利益は、２億54百万円と40百万円（前年同四半期比18.7％）の増益、経常利益は、２億71百万円と42百万円（前

年同四半期比18.6％）の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は、１億82百万円と33百万円（前年同四半期比

22.9％）の増益となりました。

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、前年同四半期を下回りました。この結果、売上高は、全体で45億70百万円と

１億31百万円（前年同四半期比3.0％）の増収、セグメント利益(売上総利益)は、３億94百万円と13百万円（前年

同四半期比△3.4％）の減益となりました。

（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、前年同四半期を下回りました。この結果、売上高

は、全体で39億56百万円と１億95百万円（前年同四半期比5.2％）の増収、セグメント利益(売上総利益)は、４億

１百万円と46百万円（前年同四半期比13.0％）の増益となりました。

（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、前年同四半期を上回りまし

た。この結果、売上高は、８億66百万円と43百万円（前年同四半期比5.3％）の増収、セグメント利益(売上総利

益)は、64百万円と０百万円（前年同四半期比△0.0％）の減益となりました。

(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、16百万円

と３百万円（前年同四半期比△18.5％）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８百万円

と２百万円（前年同四半期比△24.5％）の減益となりました。

（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１四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、５億52百万円減少し、169億67百万円とな

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、６億４百万円減少し、102億34百万円、純資産

につきましては、前連結会計年度末に比べ、51百万円増加し、67億33百万円となりました。主な内容は以下のとお

りであります。

（資産）

資産の減少の主な要因は、現金及び預金が９億68百万円、商品が１億49百万円及び電子記録債権が１億32百万円

増加したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が18億82百万円減少したことによるものであります。

（負債）

負債の減少の主な要因は、短期借入金が１億28百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が７億29百万円減少

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、利益剰余金が78百万円増加したことによるものであります。
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（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１四半期までの業績動向を踏まえ、2022年11月14日に公表した2023年９月期の第２四半期累

計期間及び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
(2022年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,407,655 2,376,200

受取手形、売掛金及び契約資産 9,413,890 7,531,425

電子記録債権 297,093 429,396

商品 1,158,309 1,307,447

リース投資資産 123,287 124,034

その他 311,112 321,980

貸倒引当金 △1,750 △53

流動資産合計 12,709,597 12,090,433

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 480,710 481,882

土地 1,495,006 1,495,006

リース資産（純額） 135,870 155,528

その他（純額） 329,887 381,706

有形固定資産合計 2,441,474 2,514,122

無形固定資産

ソフトウエア仮勘定 198,245 239,022

その他 8,349 7,864

無形固定資産合計 206,595 246,887

投資その他の資産

投資有価証券 1,433,980 1,397,427

リース投資資産 110,231 97,273

その他 643,409 646,665

貸倒引当金 △25,677 △25,639

投資その他の資産合計 2,161,943 2,115,726

固定資産合計 4,810,012 4,876,736

資産合計 17,519,610 16,967,169
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,766,234 8,036,994

電子記録債務 339,170 397,651

短期借入金 170,800 299,200

1年内返済予定の長期借入金 14,280 14,280

リース債務 155,723 160,349

未払金 195,928 211,994

未払法人税等 199,147 72,234

賞与引当金 58,100 12,300

その他 185,621 269,961

流動負債合計 10,085,006 9,474,966

固定負債

長期借入金 41,690 38,120

リース債務 214,998 217,754

繰延税金負債 228,928 232,871

退職給付に係る負債 91,554 91,518

役員退職慰労引当金 131,378 133,312

その他 44,605 45,518

固定負債合計 753,155 759,093

負債合計 10,838,162 10,234,060

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 4,494,215 4,572,881

自己株式 △168,907 △168,907

株主資本合計 6,026,808 6,105,474

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 579,755 548,060

退職給付に係る調整累計額 △1,499 △1,074

その他の包括利益累計額合計 578,255 546,986

非支配株主持分 76,384 80,647

純資産合計 6,681,448 6,733,108

負債純資産合計 17,519,610 16,967,169
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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10月１日
　至 2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 9,042,324 9,409,299

売上原価 8,202,483 8,539,838

売上総利益 839,841 869,460

販売費及び一般管理費 625,576 615,021

営業利益 214,264 254,439

営業外収益

受取利息 917 855

受取配当金 10,965 14,148

受取手数料 1,458 2,337

その他 4,056 2,366

営業外収益合計 17,398 19,707

営業外費用

支払利息 308 405

支払手数料 2,167 2,124

その他 410 207

営業外費用合計 2,886 2,737

経常利益 228,777 271,409

特別利益

投資有価証券売却益 206 ―

特別利益合計 206 ―

特別損失

固定資産除却損 53 ―

特別損失合計 53 ―

税金等調整前四半期純利益 228,930 271,409

法人税、住民税及び事業税 58,331 67,391

法人税等調整額 15,540 17,470

法人税等合計 73,871 84,861

四半期純利益 155,059 186,547

非支配株主に帰属する四半期純利益 6,688 4,263

親会社株主に帰属する四半期純利益 148,370 182,284
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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10月１日
　至 2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益 155,059 186,547

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,142 △31,694

退職給付に係る調整額 △134 425

その他の包括利益合計 △1,277 △31,268

四半期包括利益 153,781 155,279

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 147,202 151,016

非支配株主に係る四半期包括利益 6,579 4,262
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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。

（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。

（連結子会社との合併）

前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な後発事象）に記載のとおり、当社は、2022年11月14日開催の取締

役会において、当社の連結子会社である東北システム株式会社を吸収合併することを決議し、合併契約を締結い

たしました。

(1)合併の目的

東北システム株式会社は、化学工業薬品、臨床検査試薬及び関連機器の販売を中心に事業を展開しており

ます。この度、構造改革の一環として更なる経営効率化を目指すことを目的に吸収合併することといたしま

した。

(2)合併の要旨

①合併日

2023年４月１日

②合併の方式

当社を存続会社とし、東北システム株式会社を消滅会社とする吸収合併方式

③合併に係る割当の内容

当社は、東北システム株式会社の発行済株式の全てを所有しているため、本合併による新株式の発行及

び金銭等の割当はありません。

(3)会計処理の概要

本合併は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通

支配下の取引として処理いたします。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2021年12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 4,438,315 3,761,094 822,520 20,394 9,042,324 ― 9,042,324

外部顧客への売上高 4,438,315 3,761,094 822,520 20,394 9,042,324 ― 9,042,324

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 4,438,315 3,761,094 822,520 20,394 9,042,324 ― 9,042,324

セグメント利益 408,331 355,449 64,564 11,496 839,841 ― 839,841

(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１四半期連結累計期間(自 2022年10月１日 至 2022年12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 4,570,107 3,956,475 866,100 16,616 9,409,299 ― 9,409,299

外部顧客への売上高 4,570,107 3,956,475 866,100 16,616 9,409,299 ― 9,409,299

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 4,570,107 3,956,475 866,100 16,616 9,409,299 ― 9,409,299

セグメント利益 394,515 401,706 64,564 8,675 869,460 ― 869,460

(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。

　


