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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の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、感染

防止対策と経済活動の両立が進んだこと等により、景気は持ち直しの動きが見られました。しかしながら、急激

な円安の進行や原燃料価格の高騰等により、依然として先行きは不透明な状況で推移しました。

このような状況の下、当社グループは、中期経営計画「MOVING-10 STAGE１」のもと、「変革による拡大」と

「新素材の創出」に注力するとともに、製造原価の低減、業務効率の向上に取り組んでまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、汎用用途の酸化チタン、機能性微粒子製品の販

売が回復したこと等により、売上高は132億５千３百万円（前年同期比23.1％増）、営業利益は14億１千万円

（前年同期比36.0％増）、経常利益は16億８千４百万円（前年同期比42.0％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は、12億５千３百万円（前年同期比38.5％増）となりました。

セグメント別の業績につきましては、機能性材料事業の売上高は65億１千３百万円（前年同期比21.5％増）、

電子材料・化成品事業の売上高は63億８千９百万円（前年同期比26.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の資産総額は、698億８千８百万円（前連結会計年度末比22億３千９百万円減

少）となりました。これは主に、現金及び預金が30億４千５百万円減少したことによります。

負債合計は、182億９百万円（前連結会計年度末比26億５千５百万円減少）となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金が７億６千６百万円、未払法人税等が４億３千６百万円、それぞれ減少したことによります。

純資産合計は、516億７千９百万円（前連結会計年度末比４億１千６百万円増加）となりました。これは主

に、利益剰余金が８億３千５百万円増加したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、2022年５月11日に公表いた

しました業績予想から変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,060 10,015

受取手形及び売掛金 13,738 14,695

電子記録債権 350 389

商品及び製品 8,044 9,092

仕掛品 1,279 1,273

原材料及び貯蔵品 4,997 5,198

その他 831 811

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 42,300 41,472

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,421 6,931

機械装置及び運搬具（純額） 7,028 7,219

その他（純額） 3,796 2,786

有形固定資産合計 17,246 16,938

無形固定資産

のれん 1,463 1,492

その他 164 147

無形固定資産合計 1,628 1,640

投資その他の資産

投資有価証券 9,786 8,710

その他 1,186 1,147

貸倒引当金 △20 △20

投資その他の資産合計 10,953 9,837

固定資産合計 29,827 28,416

資産合計 72,128 69,888

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：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,873 6,106

短期借入金 2,906 2,896

未払法人税等 864 427

賞与引当金 360 199

その他 3,485 2,835

流動負債合計 14,490 12,465

固定負債

長期借入金 2,100 1,759

退職給付に係る負債 3,152 3,145

その他 1,121 838

固定負債合計 6,374 5,743

負債合計 20,865 18,209

純資産の部

株主資本

資本金 9,855 9,855

資本剰余金 6,766 6,766

利益剰余金 31,562 32,398

自己株式 △2,460 △2,460

株主資本合計 45,725 46,561

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,912 4,165

繰延ヘッジ損益 181 175

為替換算調整勘定 72 366

退職給付に係る調整累計額 4 9

その他の包括利益累計額合計 5,170 4,717

非支配株主持分 367 401

純資産合計 51,263 51,679

負債純資産合計 72,128 69,888
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

売上高 10,766 13,253

売上原価 8,228 10,284

売上総利益 2,537 2,969

販売費及び一般管理費 1,500 1,558

営業利益 1,036 1,410

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 103 118

為替差益 13 144

その他 42 28

営業外収益合計 159 291

営業外費用

支払利息 7 12

棚卸資産廃棄損 1 4

その他 2 1

営業外費用合計 10 18

経常利益 1,185 1,684

特別利益

リース解約益 21 －

特別利益合計 21 －

特別損失

固定資産除却損 13 8

特別損失合計 13 8

税金等調整前四半期純利益 1,194 1,675

法人税、住民税及び事業税 263 367

法人税等調整額 15 45

法人税等合計 279 412

四半期純利益 915 1,263

非支配株主に帰属する四半期純利益 10 10

親会社株主に帰属する四半期純利益 904 1,253

（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）
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

四半期純利益 915 1,263

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △348 △747

繰延ヘッジ損益 38 △6

為替換算調整勘定 279 318

退職給付に係る調整額 8 5

その他の包括利益合計 △22 △429

四半期包括利益 892 833

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 873 799

非支配株主に係る四半期包括利益 19 33

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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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）

該当事項はありません。
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（単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

機能性材料
事業

電子材料・
化成品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 5,361 5,065 10,426 339 － 10,766

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － 306 (306) －

計 5,361 5,065 10,426 646 (306) 10,766

セグメント利益 313 644 957 76 3 1,036

（単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

機能性材料
事業

電子材料・
化成品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 6,513 6,389 12,903 350 － 13,253

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － 327 (327) －

計 6,513 6,389 12,903 678 (327) 13,253

セグメント利益 706 621 1,327 78 4 1,410

（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４月１日　至2021年６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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、倉庫業、エンジニア

リング等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額３百万円は、セグメント間取引消去額によるものです。

３．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４月１日　至2022年６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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、倉庫業、エンジニア

リング等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額４百万円は、セグメント間取引消去額によるものです。

３．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。

- 8 -

テイカ株式会社(4027)2023年３月期 第１四半期決算短信


