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１．経営成績等の概況

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末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）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、経済活動の正常化が進む中で、景気は緩やかに持ち直しの動きが見られ

ましたが、世界的なエネルギー価格の高騰や物価上昇に加え、為替の急激な変動等により不安定な経済状況が続い

ておりました。

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、データセンターや自動車向けを中心に堅調

な需要を維持しておりますが、巣ごもり需要の反動減や物価上昇の影響から、パソコンやスマートフォン向け等一

部半導体の減産の動きも見られ、半導体市場全体としては減速感が強まり、半導体製造用の化学化合物に関しまし

ても、調整局面に入るとの見方も出てきております。

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、将来的な半導体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、新型コロナウ

イルス感染防止に努めながら、業務のデジタル化を進め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。

また、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に即応できる体制の整備に取り組む一方、既存製品の需要回復に対応するた

めに生産・品質管理体制を継続的に強化するとともに、環境負荷の軽減や作業の安全性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、引き続き全社を挙げての経費削減に取

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13,803,392千円(前年同期比19.3％増)、営業利益は3,504,624千円(同17.8％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6,186,508千円

(同16.8％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は4,832,417千円(同18.0％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）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末比4,536,134千円増加し、18,922,566千円となり

ました。その主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金が増加したこと等によるものであります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末比709,512千円減少し、13,192,992千円となりま

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)

当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末比210,225千円増加し、3,675,670千円となりま

した。その主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が減少した一方で、買掛金が増加したこと等によるものであり

ます。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末比939,264千円減少し、2,563,828千円となりま

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。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産の残高は、前連結会計年度末比4,555,660千円増加し、25,876,060千円となりま

した。その主な要因は、親会社株主に帰属する当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。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3,103,305

千円増加し、11,137,800千円となりました。

当連結会計年度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)

営業活動の結果得られた資金は6,392,057千円(前年同期比2,753,431千円の収入の増加)となりました。これは主

に税金等調整前当期純利益の計上6,186,508千円、利息及び配当金の受取額3,892,650千円等のプラス要因が、持分

法による投資利益2,409,980千円、法人税等の支払額1,519,839千円等のマイナス要因を上回ったことによるもので

あります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は1,557,570千円(同624,689千円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出1,529,622千円等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)

財務活動の結果支出した資金は1,703,583千円(前年同期は3,594,427千円の収入)となりました。これは主に、長

期借入金の返済による支出961,417千円、配当金の支払額649,628千円等によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2019年１月期 2020年１月期 2021年１月期 2022年１月期 2023年１月期

自己資本比率（％） 63.3 63.3 63.4 75.4 80.6

時価ベースの自己資本比率
（％）

328.5 548.3 679.4 352.1 236.1

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

1.9 2.0 2.4 1.2 0.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

117.8 55.6 60.7 113.8 224.8

・自己資本比率：自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　 ２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

４ 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。

５ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を2020年１月期

の期首から適用しており、2019年１月期に係るキャッシュ・フロー関連指標の推移については、当該会計

基準等を遡って適用した後の数値となっております。
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（４）今後の見通し

次期の外部環境見通しにつきましては、引き続き物価上昇や地政学リスクの高まりによる世界経済への影響に対

する不安要素があり、当社グループの主要な販売先であります半導体市場におきましても、半導体需要の落ち込み

から一部半導体製造の減産が進んでいる影響により、半導体製造用化学化合物の需要も減少するとの見方が出てき

ております。

当社グループといたしましては、このような環境下、より一層経費削減に取り組み、半導体需要が回復した場合

に備えて新規材料の市場投入と既存の材料の生産性向上を併せて図ることで、将来的な収益力を確固たるものにす

る必要があると考えております。また、業務のデジタル化や事業継続計画の改善、サステナビリティの追求に対す

る取り組み等につきましては、継続して重要な経営課題として推進してまいります。

また、東アジア市場における中長期的な成長を達成するため、日本においては、山梨県南アルプス市に新工場の

竣工を2024年に予定しております。台湾においては子会社三化電子材料股份有限公司で銅鑼工場の第二期工事を進

めております。韓国においては関係会社SK Tri Chem Co., Ltd.と連携した事業活動を強力に推進し、中長期的なグ

ループ全体のシナジーを強化し、事業の効率化、新規顧客の獲得を図ることを継続した戦略の柱としてまいりま

す。

当社グループの次期の連結業績見通しにつきましては、下記のとおりであります。なお、為替相場は１米ドル＝

137円を想定しております。

（単位：百万円）

（ご参考）
2023年１月期実績

2024年１月期
連結業績予想

増減率(％)

売上高 13,803 15,400 ＋11.6

営業利益 3,504 3,500 △0.1

経常利益 6,186 5,450 △11.9

親会社株主に帰属する
当期純利益

4,832 4,250 △12.1

なお、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。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては、日本基準を適用して

おります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年１月31日)

当連結会計年度
(2023年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,034,494 11,137,800

受取手形及び売掛金 3,058,124 3,504,831

電子記録債権 838,248 1,056,741

商品及び製品 79,197 132,660

仕掛品 749,403 1,181,653

原材料及び貯蔵品 1,321,772 1,425,699

その他 305,191 483,179

流動資産合計 14,386,432 18,922,566

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,319,866 5,466,764

減価償却累計額 △1,500,630 △1,783,974

建物及び構築物（純額） 3,819,235 3,682,789

機械装置及び運搬具 3,119,985 3,948,405

減価償却累計額 △1,708,130 △2,106,975

機械装置及び運搬具（純額） 1,411,854 1,841,429

工具、器具及び備品 2,616,297 2,941,502

減価償却累計額 △1,630,985 △1,886,835

工具、器具及び備品（純額） 985,312 1,054,667

土地 714,933 714,933

リース資産 548,961 548,961

減価償却累計額 △202,019 △271,771

リース資産（純額） 346,941 277,190

建設仮勘定 515,516 587,120

その他 265,008 278,968

減価償却累計額 △44,729 △64,382

その他（純額） 220,279 214,586

有形固定資産合計 8,014,073 8,372,717

無形固定資産 181,431 134,789

投資その他の資産

投資有価証券 5,535,422 4,400,387

繰延税金資産 82,908 158,989

その他 88,668 126,107

投資その他の資産合計 5,706,999 4,685,485

固定資産合計 13,902,504 13,192,992

資産合計 28,288,937 32,115,559
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年１月31日)

当連結会計年度
(2023年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 613,784 1,142,053

1年内返済予定の長期借入金 961,417 785,442

リース債務 90,428 91,997

未払法人税等 800,361 787,378

賞与引当金 113,242 124,321

その他 886,210 744,477

流動負債合計 3,465,445 3,675,670

固定負債

長期借入金 2,699,229 1,913,787

リース債務 532,436 453,767

繰延税金負債 152,763 62,586

退職給付に係る負債 118,662 133,686

固定負債合計 3,503,092 2,563,828

負債合計 6,968,537 6,239,498

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 18,809,102

自己株式 △1,720 △2,025

株主資本合計 21,083,730 25,265,902

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 5,229

為替換算調整勘定 254,279 623,445

退職給付に係る調整累計額 △19,083 △18,516

その他の包括利益累計額合計 236,669 610,158

純資産合計 21,320,399 25,876,060

負債純資産合計 28,288,937 32,115,559
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2021年２月１日
　至 2022年１月31日)

当連結会計年度
(自 2022年２月１日
　至 2023年１月31日)

売上高 11,574,455 13,803,392

売上原価 6,739,426 8,224,218

売上総利益 4,835,029 5,579,174

販売費及び一般管理費 1,858,955 2,074,549

営業利益 2,976,074 3,504,624

営業外収益

受取利息 201 383

受取配当金 406 548

持分法による投資利益 1,936,039 2,409,980

その他 463,282 303,086

営業外収益合計 2,399,929 2,713,998

営業外費用

支払利息 31,966 28,437

株式交付費 30,545 ―

その他 18,629 3,678

営業外費用合計 81,141 32,115

経常利益 5,294,861 6,186,508

税金等調整前当期純利益 5,294,861 6,186,508

法人税、住民税及び事業税 1,213,149 1,518,503

法人税等調整額 △13,374 △164,412

法人税等合計 1,199,774 1,354,090

当期純利益 4,095,086 4,832,417

親会社株主に帰属する当期純利益 4,095,086 4,832,417
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2021年２月１日
　至 2022年１月31日)

当連結会計年度
(自 2022年２月１日
　至 2023年１月31日)

当期純利益 4,095,086 4,832,417

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,642 3,756

為替換算調整勘定 74,523 △11,498

退職給付に係る調整額 △2,298 567

持分法適用会社に対する持分相当額 141,255 380,664

その他の包括利益合計 215,123 373,489

包括利益 4,310,209 5,205,907

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 4,310,209 5,205,907

非支配株主に係る包括利益 ― ―
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2021年２月１日 至 2022年１月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 808,912 709,912 11,062,738 △1,720 12,579,843

当期変動額

新株の発行 2,470,000 2,470,000 4,940,000

剰余金の配当 △531,200 △531,200

親会社株主に帰属する

当期純利益
4,095,086 4,095,086

自己株式の取得 ― ―

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 2,470,000 2,470,000 3,563,886 ― 8,503,886

当期末残高 3,278,912 3,179,912 14,626,625 △1,720 21,083,730

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △168 38,500 △16,785 21,545 12,601,389

当期変動額

新株の発行 4,940,000

剰余金の配当 △531,200

親会社株主に帰属する

当期純利益
4,095,086

自己株式の取得 ―

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
1,642 215,778 △2,298 215,123 215,123

当期変動額合計 1,642 215,778 △2,298 215,123 8,719,009

当期末残高 1,473 254,279 △19,083 236,669 21,320,399
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　当連結会計年度(自 2022年２月１日 至 2023年１月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,278,912 3,179,912 14,626,625 △1,720 21,083,730

当期変動額

新株の発行 ― ― ―

剰余金の配当 △649,941 △649,941

親会社株主に帰属する

当期純利益
4,832,417 4,832,417

自己株式の取得 △305 △305

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 4,182,476 △305 4,182,171

当期末残高 3,278,912 3,179,912 18,809,102 △2,025 25,265,902

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,473 254,279 △19,083 236,669 21,320,399

当期変動額

新株の発行 ―

剰余金の配当 △649,941

親会社株主に帰属する

当期純利益
4,832,417

自己株式の取得 △305

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
3,756 369,165 567 373,489 373,489

当期変動額合計 3,756 369,165 567 373,489 4,555,660

当期末残高 5,229 623,445 △18,516 610,158 25,876,060
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2021年２月１日
　至 2022年１月31日)

当連結会計年度
(自 2022年２月１日
　至 2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 5,294,861 6,186,508

減価償却費 1,019,283 1,209,690

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,738 10,877

受取利息及び受取配当金 △607 △931

支払利息 31,966 28,437

株式交付費 30,545 ―

持分法による投資損益（△は益） △1,936,039 △2,409,980

保険差益 ― △6,811

売上債権の増減額（△は増加） 23,344 △656,208

棚卸資産の増減額（△は増加） △533,916 △584,536

仕入債務の増減額（△は減少） 68,019 515,065

未払又は未収消費税等の増減額 118,245 △165,607

未払金の増減額（△は減少） 55,124 △4,704

その他の流動資産の増減額（△は増加） △39,963 △39,024

その他の流動負債の増減額（△は減少） 19,456 △8,063

その他の固定負債の増減額（△は減少） 16,335 15,023

その他 △169,733 △77,869

小計 4,033,662 4,011,864

利息及び配当金の受取額 678,343 3,892,650

利息の支払額 △32,373 △28,450

法人税等の支払額 △1,041,006 △1,519,839

法人税等の還付額 ― 1,721

保険金の受取額 ― 34,111

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,638,626 6,392,057

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 △1,200 △1,200

有形固定資産の取得による支出 △881,387 △1,529,622

無形固定資産の取得による支出 △50,292 △26,746

投資活動によるキャッシュ・フロー △932,880 △1,557,570

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） △580,000 ―

長期借入れによる収入 500,000 ―

長期借入金の返済による支出 △615,547 △961,417

リース債務の返済による支出 △88,420 △92,233

株式の発行による収入 4,909,454 ―

自己株式の取得による支出 ― △305

配当金の支払額 △531,058 △649,628

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,594,427 △1,703,583

現金及び現金同等物に係る換算差額 35,709 △27,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,335,882 3,103,305

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期末残高 8,034,494 11,137,800
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（５）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。

(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。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、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、当連結会計年度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、当連結会計年度の期首

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、当連結会計年度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、当連結会計年度の売上高は25,629千円減少し、売上原価は9,362千円減少し、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞれ16,267千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。）等を当連結会計年度の期首から適用し、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、連結財務諸表に与える影響はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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、記載を省略しております。

　【関連情報】

前連結会計年度(自 2021年２月１日 至 2022年１月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。
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２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

日本
（千円）

台湾
（千円）

韓国
（千円）

その他
（千円）

合計
（千円）

3,552,976 5,255,431 1,824,816 941,231 11,574,455

（注）売上高は最終顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

日本
（千円）

台湾
（千円）

合計
（千円）

5,591,054 2,423,019 8,014,073

３ 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 関連するセグメント名

日本エア・リキード(同) 3,607,615 高純度化学化合物事業

TOPCO Scientific Co., Ltd. 2,814,659 〃

SK Tri Chem Co., Ltd. 1,694,920 〃

当連結会計年度(自 2022年２月１日 至 2023年１月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

日本
（千円）

台湾
（千円）

韓国
（千円）

その他
（千円）

合計
（千円）

3,904,965 5,490,958 3,223,654 1,183,813 13,803,392

（注）売上高は最終顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

日本
（千円）

台湾
（千円）

合計
（千円）

5,807,286 2,565,430 8,372,717

３ 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 関連するセグメント名

日本エア・リキード(同) 3,484,176 高純度化学化合物事業

TOPCO Scientific Co., Ltd. 3,167,936 〃

SK Tri Chem Co., Ltd. 3,049,531 〃

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2021年２月１日
　至 2022年１月31日)

当連結会計年度
(自 2022年２月１日
　至 2023年１月31日)

１株当たり純資産額 656円07銭 796円26銭

１株当たり当期純利益 126円33銭 148円70銭

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)

当連結会計年度
(自 2022年２月１日
　至 2023年１月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 4,095,086 4,832,417

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
(千円)

4,095,086 4,832,417

普通株式の期中平均株式数(株) 32,414,868 32,497,014

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

４．その他

（１）役員の異動

　①新任取締役候補（2023年４月27日付）

氏名 新 現

おおすぎ ひろのぶ

大杉 宏信 取締役執行役員 執行役員

はしもと としひさ

橋本 利久 取締役 弁護士

（注）新任取締役候補者 橋本 利久氏は、社外取締役であります。

　




