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1. 2023年1月期第1四半期の連結業績（2022年2月1日～2022年4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1月期第1四半期 3,119 20.2 986 36.5 1,718 39.2 1,293 37.0

2022年1月期第1四半期 2,594 13.4 723 1.4 1,234 12.3 944 9.2

（注）包括利益 2023年1月期第1四半期　　1,594百万円 （42.4％） 2022年1月期第1四半期　　1,119百万円 （61.4％）

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1月期第1四半期 39.80 ―

2022年1月期第1四半期 29.36 ―

(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1月期第1四半期 29,204 22,265 76.2

2022年1月期 28,288 21,320 75.4

（参考）自己資本 2023年1月期第1四半期 22,265百万円 2022年1月期 21,320百万円

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1月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2023年1月期 ―

2023年1月期（予想） 0.00 ― 22.00 22.00

（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 1月期の連結業績予想（2022年 2月 1日～2023年 1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) 6,590 22.8 1,690 15.9 2,590 5.8 2,010 6.8 61.85

通期 13,600 17.5 3,400 14.2 5,730 8.2 4,500 9.9 138.47

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 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

(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1月期1Q 32,498,640 株 2022年1月期 32,498,640 株

② 期末自己株式数 2023年1月期1Q 1,580 株 2022年1月期 1,580 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年1月期1Q 32,497,060 株 2022年1月期1Q 32,159,981 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、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３ページ「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

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

（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、不安定な経済状況

が続いておりました。製造業の生産活動や個人消費の回復に伴い景気は持ち直しの動きが見られるものの、オミク

ロン株の感染拡大やウクライナ情勢の悪化による物価高騰、上海のロックダウンの影響による物流の混乱等を背景

に、依然として先行きの不透明な状態は続いております。

当社グループの主要な販売先であります半導体業界におきましては、テレワーク等の急速な普及やDX化の拡大等

により、広範な用途にわたり半導体需要が増加しております。そのため、依然として世界的に半導体不足の状況が

続いており、国内外で半導体製造設備の活発な投資が行われています。

このような状況下、当社グループといたしましては、日本・台湾・韓国・中国等の東アジア地域に向けて販売を

拡大するとともに、顧客からの需要の増加に応えるべく生産設備の導入や人員増強等を行い、感染防止に努めなが

らも生産性の向上及び新規製品製造のための体制構築を積極的に図ってまいりました。

中期経営計画における経営方針に基づき、半導体製造用化学化合物の生産・開発能力の向上を一層推し進め、海

外を中心とした新規材料の需要増に即応できる体制の整備に取り組む一方、既存製品の旺盛な需要に対応するため

に生産・品質管理体制を継続的に強化すると同時に、環境負荷の軽減や作業安全性の向上に対する投資も積極的に

行ってまいりました。

利益面に関しましては、収益性を維持しながら持続的な成長を図るため、全社を挙げての経費削減に継続して取

り組むとともに、中期経営計画における経営方針に基づき、グループ会社や部門間の連携を深め、一層の収益向上

を図ってまいりました。

その結果、売上高は3,119,911千円(前年同期比20.2％増)、営業利益は986,750千円(同36.5％増)となり、また、

韓国関係会社SK Tri Chem Co., Ltd.に係る持分法による投資利益の計上等により、経常利益は1,718,285千円(同

39.2％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,293,488千円(同37.0％増)となりました。

なお、当社グループの事業は、半導体等製造用高純度化学化合物事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメント

であるため、セグメント別の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

(流動資産)

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末比3,460,620千円増加し、17,847,053

千円となりました。その主な要因は、関係会社からの配当金入金により現金及び預金が増加したこと等によるもの

であります。

(固定資産)

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末比2,544,652千円減少し、11,357,852

千円となりました。その主な要因は、関係会社からの配当金入金により投資有価証券が減少したこと等によるもの

であります。

(流動負債)

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末比326,148千円増加し、3,791,593千

円となりました。その主な要因は、未払法人税等が減少した一方で、未払金を含む流動負債のその他が増加したこ

と等によるものであります。

(固定負債)

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末比354,973千円減少し、3,148,118千

円となりました。その主な要因は、長期借入金が減少したこと等によるものであります。
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(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末比944,793千円増加し、22,265,193千円

となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により、利益剰余金が増加したこと等

によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年１月期の連結業績予想に関しましては、2022年３月15日に公表いたしました業績予想から変更はありませ

ん。

現時点においては当社グループの事業活動における新型コロナウイルス感染症の影響は限定的でありますが、今

後当該感染症が各国の経済動向や、当社グループ及び顧客におけるサプライチェーンに与える影響等につきまして

は、引き続き注視を続けてまいります。
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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１月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,034,494 10,612,396

受取手形及び売掛金 3,058,124 3,578,959

電子記録債権 838,248 955,493

商品及び製品 79,197 103,293

仕掛品 749,403 1,011,274

原材料及び貯蔵品 1,321,772 1,374,576

その他 305,191 211,058

流動資産合計 14,386,432 17,847,053

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,319,866 5,440,525

減価償却累計額 △1,500,630 △1,579,353

建物及び構築物（純額） 3,819,235 3,861,172

機械装置及び運搬具 3,119,985 3,827,471

減価償却累計額 △1,708,130 △1,798,420

機械装置及び運搬具（純額） 1,411,854 2,029,051

工具、器具及び備品 2,616,297 2,698,628

減価償却累計額 △1,630,985 △1,715,065

工具、器具及び備品（純額） 985,312 983,562

土地 714,933 714,933

その他 1,329,486 1,252,424

減価償却累計額 △246,748 △269,910

その他（純額） 1,082,737 982,514

有形固定資産合計 8,014,073 8,571,234

無形固定資産 181,431 166,631

投資その他の資産

投資有価証券 5,535,422 2,336,514

その他 171,576 283,470

投資その他の資産合計 5,706,999 2,619,985

固定資産合計 13,902,504 11,357,852

資産合計 28,288,937 29,204,905
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年１月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年４月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 613,784 692,644

1年内返済予定の長期借入金 961,417 917,223

未払法人税等 800,361 504,675

賞与引当金 113,242 242,896

その他 976,639 1,434,153

流動負債合計 3,465,445 3,791,593

固定負債

長期借入金 2,699,229 2,502,381

退職給付に係る負債 118,662 121,331

その他 685,200 524,406

固定負債合計 3,503,092 3,148,118

負債合計 6,968,537 6,939,712

純資産の部

株主資本

資本金 3,278,912 3,278,912

資本剰余金 3,179,912 3,179,912

利益剰余金 14,626,625 15,270,172

自己株式 △1,720 △1,720

株主資本合計 21,083,730 21,727,277

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,473 2,153

為替換算調整勘定 254,279 553,944

退職給付に係る調整累計額 △19,083 △18,182

その他の包括利益累計額合計 236,669 537,915

純資産合計 21,320,399 22,265,193

負債純資産合計 28,288,937 29,204,905
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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２月１日
　至 2021年４月30日)

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

売上高 2,594,548 3,119,911

売上原価 1,424,628 1,647,923

売上総利益 1,169,920 1,471,987

販売費及び一般管理費 446,771 485,237

営業利益 723,149 986,750

営業外収益

受取利息 13 38

持分法による投資利益 381,507 449,956

為替差益 113,946 253,662

その他 55,588 37,588

営業外収益合計 551,055 741,246

営業外費用

支払利息 8,730 7,485

株式交付費 30,545 ―

固定資産除却損 10 2,100

その他 125 125

営業外費用合計 39,412 9,710

経常利益 1,234,792 1,718,285

税金等調整前四半期純利益 1,234,792 1,718,285

法人税、住民税及び事業税 350,484 668,930

法人税等調整額 △59,813 △244,132

法人税等合計 290,670 424,797

四半期純利益 944,122 1,293,488

親会社株主に帰属する四半期純利益 944,122 1,293,488
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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２月１日
　至 2021年４月30日)

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

四半期純利益 944,122 1,293,488

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 360 680

為替換算調整勘定 25,382 58,212

退職給付に係る調整額 829 901

持分法適用会社に対する持分相当額 148,909 241,452

その他の包括利益合計 175,480 301,246

四半期包括利益 1,119,603 1,594,734

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,119,603 1,594,734

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年２月１日
　至 2021年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
　至 2022年４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 1,234,792 1,718,285

減価償却費 235,134 288,440

賞与引当金の増減額（△は減少） 138,088 128,642

受取利息及び受取配当金 △13 △38

支払利息 8,730 7,485

株式交付費 30,545 ―

持分法による投資損益（△は益） △381,507 △449,956

売上債権の増減額（△は増加） 589,009 △620,145

棚卸資産の増減額（△は増加） △312,741 △332,924

仕入債務の増減額（△は減少） 166,825 58,683

未払又は未収消費税等の増減額 149,298 △27,594

未払金の増減額（△は減少） △61,592 45,822

その他の流動資産の増減額（△は増加） 86,946 123,790

その他の流動負債の増減額（△は減少） 53,130 59,945

その他の固定負債の増減額（△は減少） 2,075 2,669

その他 △73,095 △160,221

小計 1,865,628 842,883

利息及び配当金の受取額 677,750 3,891,757

利息の支払額 △9,133 △7,279

法人税等の支払額 △597,285 △929,202

法人税等の還付額 ― 1,655

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,936,960 3,799,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △299 △299

有形固定資産の取得による支出 △314,717 △347,525

無形固定資産の取得による支出 △33,603 △19,472

投資活動によるキャッシュ・フロー △348,619 △367,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △197,136 △241,042

リース債務の返済による支出 △22,064 △22,582

株式の発行による収入 4,909,454 ―

配当金の支払額 △501,915 △608,952

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,188,338 △872,577

現金及び現金同等物に係る換算差額 12,597 17,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,789,275 2,577,902

現金及び現金同等物の期首残高 1,698,612 8,034,494

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,487,888 10,612,396
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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。

（会計方針の変更）

　 （収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　これにより、収益認識会計基準適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、国内の販売において出荷時

から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識するこ

ととしております。また、輸出販売においてはインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧

客に移転した時に収益を認識することとしております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、

収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに

従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,922千円減少し、売上原価は858千円減少し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ1,063千円減少しております。なお、利益剰余金の当期首残高

への影響はありません。

　 （時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等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ております。なお、四半期連結財務諸表に与

える影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染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（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染拡大の影響

に関する仮定について重要な変更はありません。

　


