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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】
　

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第65期

第２四半期連結
累計期間

第66期
第２四半期連結

累計期間
第65期

会計期間
自2020年４月１日
至2020年９月30日

自2021年４月１日
至2021年９月30日

自2020年４月１日
至2021年３月31日

売上高 (千円) 8,970,303 14,765,062 23,465,922

経常利益又は経常損失(△) (千円) △8,095 2,925,887 2,131,584

親会社株主に帰属する四半期(当
期)純利益又は親会社株主に帰属
する四半期純損失(△)

(千円) △81,894 2,205,673 1,235,393

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △30,998 2,459,404 1,661,597

純資産額 (千円) 29,285,699 33,068,725 30,784,018

総資産額 (千円) 52,806,760 58,543,315 56,256,845

１株当たり四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △3.38 90.83 50.91

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 54.4 55.4 53.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,239,885 2,619,744 5,658,807

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △3,102,311 △1,664,778 △6,448,959

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,232,436 △952,657 2,485,678

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 9,927,915 10,206,622 10,561,167
 

 

回次
第65期

第２四半期連結
会計期間

第66期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自2020年７月１日
至2020年９月30日

自2021年７月１日
至2021年９月30日

１株当たり四半期純利益又は四
半期純損失(△)

(円) △0.76 34.13
 

(注) １．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期(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。

３．「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）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 
２ 【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。

　なお、第１四半期連結会計期間より、DKKロジスティクス株式会社は重要性が増したため、連結の範囲に含めておりま

す。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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判断したものであります。

 
(1) 業績の状況

　当第２四半期連結累計期間（2021年４月１日～2021年９月30日）における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の

拡大やワクチン接種状況、変異株の蔓延等の影響により、国・地域や業種で回復状況が大きく異なりました。また、半

導体をはじめとする部品・原材料の不足による自動車減産の影響、海上物流の逼迫などによるサプライチェーンの混乱

や物流費高騰などが世界経済の回復を鈍らせる要因となっています。

当社の主要顧客である自動車産業におきましては、2021年９月までの世界ライトビークルの販売台数は、コロナ禍以

前の2019年の水準に届かなかったものの、前年同期比で12.1％増となりました。しかしながら、世界的な半導体不足に

よる減産を余儀なくされており、当第２四半期連結会計期間には減少に転じました。

当社グループにおきましては、経済の正常化が進む欧米市場が需要回復をけん引し、主力の自動車排ガス浄化触媒材

料をはじめとする車載関連素材、歯科材料、産業用構造部材や電子部品材料などが堅調に推移いたしました。また、燃

料電池材料ならびに二次電池材料は成長を続けております。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、販売数量が前年同期比で60.5％増加した影響等により14,765

百万円（前年同期は売上高8,970百万円、業績予想29,200百万円に対して進捗率50.6％）、営業利益は、販売数量増加に

よる影響や生産量増加による操業度の上昇等により2,094百万円（前年同期は営業利益58百万円、業績予想3,000百万円

に対して進捗率69.8％）、経常利益は、ベトナム子会社における為替差益の計上等により2,925百万円（前年同期は経常

損失8百万円、業績予想3,100百万円に対して進捗率94.4％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,205百万円（前年

同期は親会社株主に帰属する四半期純損失81百万円、業績予想2,100百万円に対して進捗率105.0％）となりました。

 
（注）進捗率は、2021年５月14日公表の連結業績予想と比較しております。

 
用途別の販売状況は、次のとおりであります。

（触媒用途）

　当社グループの主力製品である自動車排ガス浄化触媒材料は、自動車販売台数が急回復した影響を受けて販売数量が

大きく増加し、新型コロナウイルス感染症拡大前の水準を上回りました。一方で、半導体などの部品不足により足元の

自動車生産台数は減少しておりますが、サプライチェーン全体が部品や原材料需要の高まりによる在庫積み増しの時期

と重なったため、当第２四半期連結累計期間では、その影響は顕在化しませんでした。

　これらの結果、触媒用途の当第２四半期連結累計期間の売上高は、8,814百万円（前年同期比75.9％増、業績予想

18,320百万円に対して進捗率48.1％）となりました。

（電子材料・酸素センサー用途）

電子材料は、コロナ禍でも需要が堅調であった医療機器、家電、通信機器に加え、自動車販売台数の回復を受けて、

圧電素子や積層セラミックコンデンサ、光学用途は売上高を伸ばしました。二次電池材料は、車載電池の多様化の影響

を受けて減収となった前年同期を大きく上回り、もとの成長トレンドに戻りつつあります。

酸素センサー材料は、自動車販売台数の回復を受けて、新型コロナウイルス感染症拡大前の水準を上回りました。

　これらの結果、電子材料・酸素センサー用途の当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,561百万円（前年同期比

40.1％増、業績予想3,220百万円に対して進捗率48.5％）となりました。

EDINET提出書類

第一稀元素化学工業株式会社(E00806)

四半期報告書

 3/20



 

（ファインセラミックス用途）

当社グループの次世代主力製品と期待する燃料電池材料は、各国・地域の持続可能エネルギー推進政策などにより市

場成長が継続しており、前年同期比で増収となりました。

歯科材料ならびに産業用構造部材は、先進主要国の経済回復により需要が回復基調にあります。また、通信・電子機

器向けの需要も拡大しています。一方、キッチンセラミックス材料は、インバウンド需要減少により、低迷が続いてい

ます。

　これらの結果、ファインセラミックス用途の当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,827百万円（前年同期比52.7％

増、業績予想3,130百万円に対して進捗率58.4％）となりました。

 
（耐火物・ブレーキ用途）

　耐火物は、国内の粗鋼生産量の回復により需要が上向いているものの、海外向けの回復が遅れております。

ブレーキ材においては、自動車販売台数の回復を受けて、新型コロナウイルス感染症拡大前の水準を上回りました。

　これらの結果、耐火物・ブレーキ用途の当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,530百万円（前年同期比57.2％増、

業績予想2,800百万円に対して進捗率54.7％）となりました。

（その他用途）

アルミニウム配管のろう付に使用されるセシウムフラックスは、家電用が堅調に推移したことに加え、自動車販売台

数の回復を受けて、自動車用の需要が回復し、新型コロナウイルス感染症拡大前の水準を上回りました。セシウムフ

ラックス以外の製品についても、新型コロナウイルス感染症拡大による需要減少からの回復が見られ、その他用途全体

で、新型コロナウイルス感染症拡大以前の水準を上回りました。

これらの結果、その他用途の当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,031百万円（前年同期比52.8％増、業績予想

1,730百万円に対して進捗率59.6％）となりました。

 
 
(2) 財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は58,543百万円で、前連結会計年度末に比べ2,286百万円増加しました。

これは主に、製品の増加（716百万円）、流動資産その他の増加（467百万円）、有形固定資産の増加（456百万円）、投

資その他の資産の増加（460百万円)、現金及び預金の増加（424百万円）、受取手形及び売掛金の減少（616百万円）に

よるものです。

　当第２四半期連結会計期間末における負債は25,474百万円となり、前連結会計年度末に比べ1百万円増加しました。こ

れは主に、未払法人税等の増加（570百万円）、流動負債その他の増加（295百万円）、長期借入金（1年内返済予定の長

期借入金含む）の増加（206百万円）、短期借入金の減少（900百万円）によるものです。

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は33,068百万円で、前連結会計年度末に比べ2,284百万円増加しました。

これは主に、利益剰余金の増加（1,973百万円）によるものです。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は前連結会計年度末53.7％から55.4％となりました。

 
 (3) キャッシュ・フローの状況の分析

　当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが2,619百万円の収

入、投資活動によるキャッシュ・フローが1,664百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが952百万円の支出

となり、これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）残高は、前連結会

計年度末に比べ354百万円減少し、10,206百万円となりました。

　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）

 当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は2,619百万円（前年同四半期は2,239百万円の収

入）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,848百万円、減価償却費1,262百万円、棚卸資産の増加

1,248百万円、仕入債務の減少641百万円によるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は1,664百万円（前年同四半期は3,102百万円の使

用）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971百万円、無形固定資産の取得による支出334百万円

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）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は952百万円（前年同四半期は2,232百万円の収

入）となりました。これは主に、短期借入金の純増減額の減少900百万円、配当金の支払額242百万円によるものであり

ます。

 
　(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

　(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は474百万円であります。なお、当第２四半期連

結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 97,600,000

計 97,600,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 24,400,000 24,400,000
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数
100株

計 24,400,000 24,400,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年７月１日～
2021年９月30日

― 24,400,000 ― 787,100 ― 1,194,589
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(5) 【大株主の状況】

  2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式(自己
株式を除く。)の
総数に対する所
有株式数の割合

(％)

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 3,111,200 12.81

株式会社日本カストディ銀行（信
託口)

東京都中央区晴海１丁目８番12号 2,393,800 9.85

國部　克彦 大阪府吹田市 1,210,000 4.98

第一稀元素化学工業従業員持株会 大阪市中央区北浜４丁目４番９号 1,157,700 4.77

岩谷産業株式会社 大阪市中央区本町３丁目６番４号 861,000 3.54

井上　純子 大阪府高槻市 810,000 3.33

井上　　剛 大阪府高槻市 790,693 3.26

國部　智之 大阪府吹田市 687,700 2.83

中村　嘉代子 奈良県大和郡山市 420,000 1.73

寺田　忠史 大阪府茨木市 309,047 1.27

計 ― 11,751,140 48.38

 

(注)１．上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,111,200株

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,393,800株
 

２．2021年７月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、JPモルガン・ア

セット・マネジメント株式会社から、2021年７月５日現在、以下のとおり株式を所有している旨が記載され

ているものの、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上

記大株主の状況では考慮せず、株主名簿により記載しております。

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

 (株)
株券等保有割合

 (％)
JPモルガン・アセット・
マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目７番３号
東京ビルディング

株式　1,612,100 6.61
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 108,500
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 24,284,600
 

242,846 ―

単元未満株式 普通株式 6,900
 

― ―

発行済株式総数 24,400,000 ― ―

総株主の議決権 ― 242,846 ―
 

(注) 「単元未満株式」には当社所有の自己株式89株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

第一稀元素化学工業
株式会社

大阪市中央区北浜４丁目
４番９号

108,500 ― 108,500 0.45

計 ― 108,500 ― 108,500 0.45
 

 (注) 自己株式は、2021年８月13日に実施いたしました譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分により、12,576株

　　　減少しました。

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 9,576,207 10,000,702

  受取手形及び売掛金 6,323,651 5,706,879

  有価証券 1,200,000 600,000

  製品 4,467,949 5,184,610

  仕掛品 1,939,520 2,352,669

  原材料及び貯蔵品 2,085,693 2,335,502

  その他 1,936,970 2,404,793

  流動資産合計 27,529,993 28,585,159

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 4,995,923 5,868,889

   機械装置及び運搬具（純額） 6,141,909 6,611,841

   土地 2,053,501 2,053,501

   建設仮勘定 9,292,325 8,426,350

   その他（純額） 431,863 411,734

   有形固定資産合計 22,915,523 23,372,316

  無形固定資産 1,031,802 1,345,715

  投資その他の資産 4,779,526 5,240,124

  固定資産合計 28,726,852 29,958,156

 資産合計 56,256,845 58,543,315

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,146,863 1,885,430

  短期借入金 1,500,000 600,000

  1年内返済予定の長期借入金 2,962,657 3,144,471

  未払法人税等 229,663 800,397

  賞与引当金 391,014 468,030

  その他 1,359,997 1,655,080

  流動負債合計 8,590,195 8,553,410

 固定負債   

  長期借入金 16,760,093 16,785,219

  退職給付に係る負債 1,395 1,585

  その他 121,143 134,374

  固定負債合計 16,882,631 16,921,179

 負債合計 25,472,827 25,474,589

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 787,100 787,100

  資本剰余金 1,135,934 1,154,772

  利益剰余金 27,801,120 29,774,304

  自己株式 △44,742 △40,185

  株主資本合計 29,679,412 31,675,991

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 397,782 414,226

  為替換算調整勘定 △11,116 217,768

  退職給付に係る調整累計額 140,502 126,474

  その他の包括利益累計額合計 527,168 758,470

 非支配株主持分 577,437 634,264

 純資産合計 30,784,018 33,068,725

負債純資産合計 56,256,845 58,543,315
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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：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 8,970,303 14,765,062

売上原価 6,828,543 10,500,230

売上総利益 2,141,759 4,264,832

販売費及び一般管理費 ※  2,083,517 ※  2,170,817

営業利益 58,242 2,094,014

営業外収益   

 受取利息 38,303 29,708

 受取配当金 11,004 9,393

 持分法による投資利益 － 96,431

 為替差益 － 606,805

 助成金収入 316 3,103

 その他 25,078 115,956

 営業外収益合計 74,703 861,399

営業外費用   

 支払利息 25,766 27,848

 為替差損 93,920 －

 持分法による投資損失 18,533 －

 その他 2,821 1,677

 営業外費用合計 141,041 29,526

経常利益又は経常損失（△） △8,095 2,925,887

特別損失   

 固定資産除却損 9,284 77,148

 特別損失合計 9,284 77,148

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△17,379 2,848,738

法人税、住民税及び事業税 104,293 777,655

法人税等調整額 △54,190 △149,231

法人税等合計 50,102 628,424

四半期純利益又は四半期純損失（△） △67,482 2,220,314

非支配株主に帰属する四半期純利益 14,412 14,640

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△81,894 2,205,673
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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：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △67,482 2,220,314

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 45,534 16,444

 為替換算調整勘定 △31,829 231,977

 退職給付に係る調整額 22,779 △14,027

 持分法適用会社に対する持分相当額 － 4,695

 その他の包括利益合計 36,484 239,090

四半期包括利益 △30,998 2,459,404

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △43,540 2,436,975

 非支配株主に係る四半期包括利益 12,541 22,428
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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２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△17,379 2,848,738

 減価償却費 908,243 1,262,385

 賞与引当金の増減額（△は減少） △96,895 77,016

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △15,060 △20,038

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 97 88

 受取利息及び受取配当金 △49,308 △39,102

 支払利息 25,766 27,848

 為替差損益（△は益） 71,242 50,474

 持分法による投資損益（△は益） 18,533 △96,431

 売上債権の増減額（△は増加） 1,395,231 676,348

 棚卸資産の増減額（△は増加） △148,754 △1,248,832

 未払又は未収消費税等の増減額 407,362 △188,615

 仕入債務の増減額（△は減少） 484,876 △641,596

 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △127,502 136,896

 その他 △113,693 10,587

 小計 2,742,758 2,855,767

 利息及び配当金の受取額 48,858 39,098

 利息の支払額 △26,054 △26,764

 法人税等の支払額 △525,676 △248,356

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,239,885 2,619,744

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △348,750 △383,407

 定期預金の払戻による収入 402,225 224,160

 有形固定資産の取得による支出 △3,461,466 △971,369

 無形固定資産の取得による支出 △37,790 △334,872

 長期前払費用の取得による支出 △40,035 △3,097

 投資有価証券の取得による支出 △5,090 △45,433

 貸付けによる支出 － △500

 貸付金の回収による収入 733 600

 関係会社株式の取得による支出 － △271,678

 補助金の受取額 400,000 200,000

 その他 △12,138 △79,179

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,102,311 △1,664,778

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） 708,204 △900,000

 長期借入れによる収入 3,200,000 1,766,430

 長期借入金の返済による支出 △1,432,921 △1,576,500

 配当金の支払額 △242,846 △242,490

 自己株式の取得による支出 － △96

 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,232,436 △952,657

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,607 △423,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,349,403 △420,843

現金及び現金同等物の期首残高 8,578,512 10,561,167

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 66,299

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  9,927,915 ※  10,206,622
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、DKKロジスティクス株式会社は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

 
(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。

　この結果、当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、

利益剰余金の当期首残高への影響もありません。

 なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28－15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており

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。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し次のとおり債務保証を行っております。

 

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

山東広垠廸凱凱新材料
有限公司

55,588千円
山東広垠廸凱凱新材料
有限公司

－千円

山東広垠廸凱凱環保科技
有限公司

22,932千円
山東広垠廸凱凱環保科技
有限公司

－千円

計 78,520千円 計 －千円
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年９月30日)

賞与引当金繰入額 56,996千円 144,001千円

退職給付費用 37,684 20,626 

研究開発費 447,779 474,937 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年９月30日)

現金及び預金勘定 9,777,415千円 10,000,702千円

国内譲渡性預金(有価証券) 500,000 600,000 

預入期間が３か月を超える定期預金 △349,500 △394,080 

現金及び現金同等物 9,927,915 10,206,622 
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)

(1) 配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月24日
定時株主総会

普通株式 242,439 10.00 2020年３月31日 2020年６月25日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当第２四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年11月12日
取締役会

普通株式 194,236 8.00 2020年９月30日 2020年12月１日 利益剰余金
 

 
Ⅱ　当第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) 配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月20日
取締役会

普通株式 242,791 10.00 2021年３月31日 2021年６月23日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当第２四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年11月18日
取締役会(予定)

普通株式 315,788 13.00 2021年９月30日 2021年12月１日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、化学工業製品の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(収益認識関係)

　地域別及び用途別の販売に分解した分析は、次のとおりであります。

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 売上高

主たる地域市場  

　日本 6,529

　アジア 3,430

　北米 2,768

　欧州 1,870

　その他 166

計 14,765

用途別の販売  

　触媒 8,814

　電子材料・酸素センサー 1,561

　ファインセラミックス 1,827

　耐火物・ブレーキ材 1,530

　その他 1,031

計 14,765
 

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年９月30日)

当第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株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

△3円38銭 90円83銭

　(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円)

△81,894 2,205,673

　　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
四半期純利益又は親会社株主に帰属する
四半期純損失(△) (千円)

△81,894 2,205,673

　　普通株式の期中平均株式数(株) 24,254,120 24,282,592
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半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。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

2021年11月18日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議予定です。

(イ) 中間配当による配当金の総額……………………315,788千円

(ロ) １株当たりの金額…………………………………13円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2021年12月１日

(注)　2021年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2021年11月12日

第一稀元素化学工業株式会社

取締役会  御中

　

EY新日本有限責任監査法人
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 内　　田　　　　　聡  

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 上　　田　　美　　穂  

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている第一稀元素化

学工業株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(2021年７月１日

から2021年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、第一稀元素化学工業株式会社及び連結子会社の2021年９月30

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査

人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社

から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎

となる証拠を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連

結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づ

いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビ

ュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公
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正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連　　結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明

することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

　・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重

要な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー

フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以  上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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