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(百万円未満切捨て)

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）

（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 168,472 29.6 6,765 40.5 7,383 40.1 4,789 20.1

2022年３月期第２四半期 130,026 27.3 4,813 201.3 5,269 188.6 3,987 －
(注)包括利益2023年３月期第２四半期 7,329百万円( 45.6％) 2022年３月期第２四半期 5,033百万円( －％)
(

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 194.65 －

2022年３月期第２四半期 162.06 －
　

(注)2022年３月期第２四半期の親会社株主に帰属する四半期純利益及び包括利益の対前年同四半期増減率は、1,000％
以上となるため、記載しておりません。

（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３月期第２四半期 150,298 71,334 47.5

2022年３月期 134,121 65,096 48.5
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 71,317百万円 2022年３月期 65,055百万円
　
　

　

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３月期 － 42.00 － 42.00 84.00

2023年３月期 － 50.00

2023年３月期(予想) － 50.00 100.00

(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３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

(％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 330,000 16.2 11,500 23.3 12,000 16.8 8,200 20.4 333.21
(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３月期２Ｑ 25,303,478株 2022年３月期 25,303,478株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 696,209株 2022年３月期 694,494株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 24,607,793株 2022年３月期２Ｑ 24,604,084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P.４「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世界経済は、ウィズコロナを前提とした経済活動の正常化が更に進行しまし

た。一方で、各国金融当局が金融引き締めや金利の引き上げを実施しており、景気の後退が懸念されます。日本経

済においては、経済活動の正常化で衣料品等一部商品では消費の回復が見られましたが、原材料価格の高騰と円安

を要因とした各種消費財の値上げが続いており、景気の先行きへの懸念が増大しています。

このような状況下、当社グループは、2020年５月29日に発表した中期経営計画「Chori Innovation Plan 2022」

に基づき、激変する社会・経済環境へ即応すべく、リスク管理を始めとした「守り」の施策を一層徹底する一方、

持続的成長のための基本戦略を積極的かつ着実に推進しております。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、大幅増収大幅増益となり、経常利益および親会

社株主に帰属する四半期純利益はともに過去最高益を更新しました。売上高は前年同期比29.6％増の1,684億72百万

円、営業利益は前年同期比40.5％増の67億65百万円、経常利益は前年同期比40.1％増の73億83百万円、親会社株主

に帰属する四半期純利益は前年同期比20.1％増の47億89百万円となりました。

（単位：百万円）

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減額 前年同期比（％）

売上高 130,026 168,472 38,445 29.6

営業利益 4,813 6,765 1,951 40.5

経常利益 5,269 7,383 2,114 40.1

親会社株主に帰属する
四半期純利益

3,987 4,789 802 20.1

　 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 繊維事業

（単位：百万円）

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減額 前年同期比（％）

売上高 51,213 69,952 18,738 36.6

経常利益 1,539 1,957 417 27.1

当セグメントにおきましては、国内衣料品市場の需要回復に加え、サステナブル商材の販売が好調に推移し、売

上高は前年同期比36.6％増の699億52百万円、セグメント利益（経常利益）は前年同期比27.1％増の19億57百万円と

なりました。
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② 化学品事業

（単位：百万円）

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減額 前年同期比（％）

売上高 76,950 95,562 18,611 24.2

経常利益 3,214 4,952 1,738 54.1

当セグメントにおきましては、全般的に好調に推移しました。特にファインケミカル分野や無機ファイン分野が

堅調に推移したことにより、売上高は前年同期比24.2％増の955億62百万円となり、セグメント利益（経常利益）は

前年同期比54.1％増の49億52百万円となりました。

③ 機械事業

（単位：百万円）

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減額 前年同期比（％）

売上高 1,816 2,935 1,118 61.6

経常利益 476 330 △145 △30.6

当セグメントにおきましては、欧州、中米向け販売が好調に推移したことにより、売上高は前年同期比61.6％増

の29億35百万円となりました。一方、セグメント利益（経常利益）は、アラブ首長国連邦の取引先に対する貸倒引

当金を追加計上したこと等により、前年同期比30.6％減の３億30百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 ① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、1,502億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ161億77百万

円増加しました。これは主に、受取手形及び売掛金が83億２百万円、現金及び預金が42億47百万円、商品及び製品

が42億43百万円増加したことによるものであります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債は、789億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ99億39百万円増加

しました。これは主に、支払手形及び買掛金が62億２百万円、短期借入金が19億56百万円増加したことによるもの

であります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、713億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ62億38百万円増

加しました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により47億89百万円、為替換算調整勘定が24

億93百万円増加し、配当金の支払いにより10億33百万円減少したことによるものであります。
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② キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末比42

億42百万円増の162億67百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金の増加は27億16百万円（前年同期は資金の減少25億59百万円）となりました。収入の主な内

訳は、税金等調整前四半期純利益77億62百万円、仕入債務の増加額52億８百万円、支出の主な内訳は、売上債権の

増加額67億14百万円、法人税等の支払額22億64百万円、棚卸資産の増加額17億37百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の増加は１億62百万円（前年同期は資金の増加４億15百万円）となりました。これは主に、

投資有価証券の売却による収入５億95百万円、無形固定資産の取得による支出３億53百万円によるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の増加は３億47百万円（前年同期は資金の減少６億59百万円）となりました。これは主に、

短期借入金の純増額16億11百万円、配当金の支払額10億31百万円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

2022年４月28日に公表しました業績予想値に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、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。
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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：百万円)

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 12,242 16,489

受取手形及び売掛金 74,272 82,574

商品及び製品 17,346 21,590

仕掛品 1,045 1,019

原材料及び貯蔵品 4 7

未着商品 3,704 1,714

その他 6,220 6,847

貸倒引当金 △964 △1,440

流動資産合計 113,871 128,802

固定資産

有形固定資産 1,964 2,181

無形固定資産

のれん 1,053 803

顧客関連資産 993 943

その他 401 740

無形固定資産合計 2,449 2,488

投資その他の資産 15,836 16,825

固定資産合計 20,249 21,495

資産合計 134,121 150,298

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 52,213 58,416

短期借入金 4,944 6,900

1年内返済予定の長期借入金 113 113

未払法人税等 2,028 2,833

賞与引当金 916 934

関係会社整理損失引当金 42 42

その他 5,203 6,008

流動負債合計 65,461 75,248

固定負債

長期借入金 245 188

繰延税金負債 843 902

退職給付に係る負債 2,366 2,357

その他 107 266

固定負債合計 3,562 3,714

負債合計 69,024 78,963
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(単位：百万円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 6,800 6,800

資本剰余金 1,799 1,801

利益剰余金 54,804 58,528

自己株式 △689 △688

株主資本合計 62,714 66,441

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,221 1,294

繰延ヘッジ損益 285 249

為替換算調整勘定 917 3,410

退職給付に係る調整累計額 △84 △79

その他の包括利益累計額合計 2,340 4,875

非支配株主持分 41 17

純資産合計 65,096 71,334

負債純資産合計 134,121 150,298
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
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 130,026 168,472

売上原価 115,749 149,808

売上総利益 14,276 18,664

販売費及び一般管理費 9,462 11,898

営業利益 4,813 6,765

営業外収益

受取利息 126 164

受取配当金 222 135

持分法による投資利益 110 144

為替差益 － 421

債務勘定整理益 44 23

雑収入 159 175

営業外収益合計 662 1,065

営業外費用

支払利息 40 174

手形売却損 52 169

為替差損 3 －

雑支出 111 104

営業外費用合計 207 448

経常利益 5,269 7,383

特別利益

投資有価証券売却益 221 378

関係会社整理益 － 7

固定資産売却益 316 6

関係会社株式売却益 18 －

特別利益合計 557 391

特別損失

投資有価証券評価損 － 8

固定資産処分損 0 2

ゴルフ会員権評価損 － 2

関係会社整理損 16 －

特別損失合計 17 13

税金等調整前四半期純利益 5,808 7,762

法人税、住民税及び事業税 1,833 3,030

法人税等調整額 △12 △58

法人税等合計 1,820 2,971

四半期純利益 3,988 4,790

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,987 4,789
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
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 3,988 4,790

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 180 73

繰延ヘッジ損益 △93 △36

為替換算調整勘定 771 2,038

退職給付に係る調整額 7 4

持分法適用会社に対する持分相当額 180 458

その他の包括利益合計 1,045 2,539

四半期包括利益 5,033 7,329

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,033 7,325

非支配株主に係る四半期包括利益 0 4
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
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 5,808 7,762

減価償却費 337 426

のれん償却額 230 237

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 55 △14

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56 445

受取利息及び受取配当金 △348 △300

支払利息 40 174

為替差損益（△は益） △0 △214

持分法による投資損益（△は益） △110 △144

固定資産売却損益（△は益） △315 △3

ゴルフ会員権評価損 － 2

投資有価証券売却損益（△は益） △221 △378

投資有価証券評価損益（△は益） － 8

関係会社株式売却損益（△は益） △18 －

関係会社整理損益（△は益） 16 △7

売上債権の増減額（△は増加） △2,710 △6,714

棚卸資産の増減額（△は増加） △2,401 △1,737

仕入債務の増減額（△は減少） △829 5,208

未収消費税等の増減額（△は増加） 256 △53

その他の資産の増減額（△は増加） △83 △323

その他の負債の増減額（△は減少） △343 395

その他 △64 9

小計 △645 4,777

利息及び配当金の受取額 271 385

利息の支払額 △38 △180

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,146 △2,264

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,559 2,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △27 △31

有形固定資産の売却による収入 734 12

無形固定資産の取得による支出 △86 △353

投資有価証券の取得による支出 △33 △35

投資有価証券の売却による収入 2 595

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△1,294 －

関係会社株式の売却による収入 702 －

出資金の売却による収入 254 －

貸付けによる支出 △1 △80

貸付金の回収による収入 217 1

その他 △53 54

投資活動によるキャッシュ・フロー 415 162
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(単位：百万円)
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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 77 1,611

長期借入金の返済による支出 △56 △56

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △565 △1,031

その他 △112 △175

財務活動によるキャッシュ・フロー △659 347

現金及び現金同等物に係る換算差額 320 1,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,482 4,242

現金及び現金同等物の期首残高 17,601 12,024

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,118 16,267
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

繊維事業 化学品事業 機械事業 計

　売上高

外部顧客への売上高 51,213 76,950 1,816 129,980 45 130,026 － 130,026

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 217 217 △217 －

計 51,213 76,950 1,816 129,980 263 130,243 △217 130,026

　セグメント利益 1,539 3,214 476 5,230 20 5,250 18 5,269

(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、事務処理受託等の各種役務提供を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額18百万円は各報告セグメントに配分していない全社損益であります。全社損益は、

報告セグメントに帰属しない財務関連の損益等であります。

３．報告セグメント、その他の事業セグメントのセグメント利益及び調整額の合計は、四半期連結損益計算書の

経常利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

(子会社の取得による資産の著しい増加）

第１四半期連結会計期間において、株式会社スミテックス・インターナショナル（現・株式会社ＳＴＸ）の株

式を取得し、連結の範囲に含めたことにより、前連結会計年度の末日に比べ、「繊維事業」のセグメント資産が

9,941百万円増加しております。
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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

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

繊維事業 化学品事業 機械事業 計

　売上高

外部顧客への売上高 69,952 95,562 2,935 168,450 22 168,472 － 168,472

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 252 252 △252 －

計 69,952 95,562 2,935 168,450 275 168,725 △252 168,472

　セグメント利益 1,957 4,952 330 7,240 40 7,281 102 7,383

(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、事務処理受託等の各種役務提供を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額102百万円は各報告セグメントに配分していない全社損益であります。全社損益は、

報告セグメントに帰属しない財務関連の損益等であります。

３．報告セグメント、その他の事業セグメントのセグメント利益及び調整額の合計は、四半期連結損益計算書の

経常利益と一致しております。

　


