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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４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３月期第３四半期 15,555 8.4 1,775 △5.5 1,873 △6.5 1,308 △17.5

2022年３月期第３四半期 14,345 16.5 1,878 76.2 2,003 70.2 1,584 57.4
(注) 包括利益 2023年３月期第３四半期 1,201百万円(△24.0％) 2022年３月期第３四半期 1,581百万円( 17.3％)
　

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３四半期 85.53 ―

2022年３月期第３四半期 100.31 ―
　

　

（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３四半期 26,546 21,700 81.7

2022年３月期 25,884 21,494 83.0
(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 21,700百万円 2022年３月期 21,494百万円
　

　　

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 ― 25.00 ― 14.00 39.00
2023年３月期 ― 17.00 ―
2023年３月期(予想) 17.00 34.00

(注)１ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
２ 当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2022年３月期第２

四半期末については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

　

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 20,100 5.6 2,220 △5.7 2,330 △7.3 1,700 △17.1 111.22
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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
　

　

（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
　

　

（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３Ｑ 16,308,280株 2022年３月期 16,308,280株

② 期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 1,055,808株 2022年３月期 641,868株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 15,296,678株 2022年３月期３Ｑ 15,799,890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P2「１.当四半期決算に関する定性的情報（２）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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、Withコロナの考え方の下、経済社会活動の正常化が進んだこ

とにより、景気は緩やかに持ち直しましたが、ウクライナ情勢の長期化、世界的なインフレや金融引締めなどによ

り、先行きは不透明であります。

　このような状況の中、当社グループは、高付加価値製品の開発に取り組み、国内及び海外における営業活動によ

り市場拡大に努めてまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高15,555百万円（前年同期比8.4％増）と売上高は増加いた

しましたが、旅費・減価償却費・運賃など販売費及び一般管理費が増加したことにより、営業利益1,775百万円（前

年同期比5.5％減）、経常利益1,873百万円（前年同期比6.5％減）、政策保有株式の売却による投資有価証券売却益

が減少したことにより、親会社株主に帰属する四半期純利益1,308百万円（前年同期比17.5％減）となりました。

　セグメント別の業績の概要は、次のとおりであります。

＜金属表面処理剤及び機器等＞

　電子部品業界は、普及期に入った５Ｇ関連のサーバー、データセンターなどの需要拡大により、上期までは比較

的堅調に推移しました。しかしながら、第３四半期以降、ウクライナ情勢、中国におけるロックダウンや世界的な

インフレなどが個人消費へのマイナス要素となり、パソコン、スマートフォン、液晶テレビなどの最終製品へ影響

を及ぼし、電子部品業界においては減産、生産調整局面が認められます。

　一方、化成処理液自動管理装置等については、スマートフォンやパソコン関連が生産調整の影響を受けたことや

設備メーカーの部品調達遅延によりユーザーにおける設備投資が遅延・延期・中止となったことなどにより、機器

等の販売は前年を下回りました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、8,119百万円（前年同期比0.3％増）となりました。

＜電 子 材 料＞

　機能材料加工品は、上期までは半導体市況が好調であり、半導体製造装置及び半導体検査装置向けセラミックス

及びエンプラの売上が伸長しましたが、第３四半期以降、当該市場の一部に停滞が見られる状況となりました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、632百万円（前年同期比8.0％増）となりました。

＜自動車用化学製品等＞

　エアコン洗浄剤は、2022年４月に一部製品のモデルチェンジを実施し、取組カーディーラーの拡大を図りまし

た。また、洗車機用洗剤は、セルフガソリンスタンド向け洗車機用洗剤の納入サービスステーション数が拡大しま

した。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、2,707百万円（前年同期比13.6％増）となりました。

＜工 業 薬 品＞

　工業薬品は、比較的堅調な国内需要の中、物価の上昇とサプライチェーン強化によるシェア拡大もあり、前年を

大きく上回りました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は、4,096百万円（前年同期比24.9％増）となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2023年３月期通期の業績予想につきましては、当第３四半期累計期間の業績等を踏まえ、2022年５月13日に公表

いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「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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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３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,535,879 5,332,062

受取手形及び売掛金 3,934,083 4,535,508

電子記録債権 601,316 830,756

有価証券 ― 300,000

商品及び製品 877,418 969,233

仕掛品 197,610 233,182

原材料及び貯蔵品 646,296 1,178,316

その他 89,381 170,550

流動資産合計 11,881,986 13,549,610

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,125,229 3,062,679

その他(純額） 2,444,640 2,502,898

有形固定資産合計 5,569,869 5,565,578

無形固定資産 81,477 75,516

投資その他の資産

投資有価証券 7,303,865 6,319,454

その他 1,052,661 1,041,763

貸倒引当金 △5,250 △5,250

投資その他の資産合計 8,351,277 7,355,968

固定資産合計 14,002,624 12,997,062

資産合計 25,884,611 26,546,672

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,700,805 2,326,800

電子記録債務 858,426 930,157

未払法人税等 426,645 246,499

賞与引当金 216,716 114,315

役員賞与引当金 38,500 20,925

その他 472,432 528,096

流動負債合計 3,713,527 4,166,794

固定負債

退職給付に係る負債 51,307 47,929

資産除去債務 ― 67,991

その他 624,916 563,190

固定負債合計 676,223 679,111

負債合計 4,389,751 4,845,906
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,980,874 1,980,874

資本剰余金 2,293,384 2,294,566

利益剰余金 17,150,319 17,979,975

自己株式 △683,585 △1,201,497

株主資本合計 20,740,992 21,053,919

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 756,475 632,986

為替換算調整勘定 △2,607 13,859

その他の包括利益累計額合計 753,868 646,846

純資産合計 21,494,860 21,700,765

負債純資産合計 25,884,611 26,546,672
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 14,345,861 15,555,567

売上原価 9,527,459 10,667,728

売上総利益 4,818,402 4,887,838

販売費及び一般管理費 2,940,340 3,112,721

営業利益 1,878,061 1,775,117

営業外収益

受取利息 13,169 10,911

受取配当金 41,679 45,487

その他 73,366 46,201

営業外収益合計 128,215 102,601

営業外費用

支払利息 488 1,026

自己株式取得費用 902 1,054

賃貸費用 1,530 1,530

その他 4 242

営業外費用合計 2,926 3,852

経常利益 2,003,351 1,873,865

特別利益

固定資産売却益 169 22

投資有価証券売却益 235,642 4,245

特別利益合計 235,812 4,268

特別損失

固定資産除却損 1,484 3,434

特別損失合計 1,484 3,434

税金等調整前四半期純利益 2,237,678 1,874,699

法人税等 652,731 566,421

四半期純利益 1,584,946 1,308,278

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,584,946 1,308,278
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益 1,584,946 1,308,278

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,866 △123,488

為替換算調整勘定 5,165 16,467

その他の包括利益合計 △3,700 △107,021

四半期包括利益 1,581,246 1,201,256

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,581,246 1,201,256

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。

　


