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1. 2022年3月期第1四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年6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 ％

2022年3月期第1四半期 5,080 46.8 227 ― 252 ― 141 ―

2021年3月期第1四半期 3,460 △35.6 △101 ― △84 ― △130 ―

（注）包括利益 2022年3月期第1四半期　　165百万円 （―％） 2021年3月期第1四半期　　△121百万円 （―％）

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

2022年3月期第1四半期 23.35 ―

2021年3月期第1四半期 △21.63 ―

(注)「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）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年３月期第１四半期
に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年3月期第1四半期 17,789 8,875 46.4 1,364.98

2021年3月期 17,264 8,758 47.2 1,347.97

（参考）自己資本 2022年3月期第1四半期 8,250百万円 2021年3月期 8,147百万円

(注)「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）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年３月期第１四半期
に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

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

2021年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00

2022年3月期 ―

2022年3月期（予想） 0.00 ― 14.00 14.00

（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. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022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 20,000 16.7 490 232.3 540 52.8 270 139.5 44.67

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 有

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） 2022年3月期1Q 6,091,000 株 2021年3月期 6,091,000 株

② 期末自己株式数 2022年3月期1Q 46,496 株 2021年3月期 46,496 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期1Q 6,044,504 株 2021年3月期1Q 6,044,504 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。
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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経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が依然として収まらず、経

済活動や個人消費が制限される厳しい状況が続いておりますが、製造業を中心に一部で持ち直しの動きが見られる

など明るい兆しもあり、ワクチン接種の浸透などにより経済活動が回復基調に乗ることが期待されます。

当社の主要需要家である自動車業界の生産活動は、半導体不足による弱含みがあるものの総じて堅調に推移して

おり、また、建産機業界におきましても回復傾向の状況が続いております。

このような経営環境下、当社グループは全社を挙げて販売数量の拡大に努めるとともに、材料価格値上げに伴う

販売単価への転嫁に注力し、収益の確保に取り組みました。

これらの結果、販売数量は29千トン（前年同四半期比44.0％増）、売上高は5,080百万円（前年同四半期比

46.8％増）となり、損益につきましては売上高の増加とトン当たり製造経費の減少に伴い、営業利益227百万円

（前年同四半期は営業損失101百万円）、経常利益252百万円（前年同四半期は経常損失84百万円）となり、親会社

株主に帰属する四半期純利益は141百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失130百万円）となり

ました。

事業部門ごとの業績は、次のとおりであります。

まず、みがき棒鋼部門におきましては、販売数量は18千トンとなり、売上高は3,462百万円（前年同四半期比

39.4％増）となりました。

次に、冷間圧造用鋼線部門におきましては、販売数量は11千トンとなり、売上高は1,618百万円（前年同四半期

比65.8％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における資産の残高は17,789百万円となり、前連結会計年度末に比べ525百万円増

加いたしました。これは主に、電子記録債権が111百万円、商品及び製品が123百万円、原材料及び貯蔵品が287百

万円それぞれ増加したことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は8,914百万円となり、前連結会計年度末に比べ408百万円増加

いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が471百万円増加したことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は8,875百万円となり、前連結会計年度末に比べ116百万円増

加いたしました。これは主に利益剰余金の増加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

連結業績予想については、2021年５月12日の「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」で公表いたしま

した通期の連結業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,571,438 3,560,018

受取手形及び売掛金 3,969,481 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 4,047,365

電子記録債権 1,221,303 1,333,182

商品及び製品 1,641,883 1,765,772

仕掛品 245,273 252,041

原材料及び貯蔵品 1,215,395 1,502,875

その他 41,189 54,749

貸倒引当金 △28,382 △29,906

流動資産合計 11,877,582 12,486,098

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,345,759 1,318,005

機械装置及び運搬具（純額） 1,660,524 1,599,851

土地 1,873,170 1,873,170

リース資産（純額） 59,199 58,934

建設仮勘定 11,566 11,566

その他（純額） 77,557 73,114

有形固定資産合計 5,027,778 4,934,642

無形固定資産

のれん 53,275 48,431

その他 63,122 58,182

無形固定資産合計 116,397 106,614

投資その他の資産

投資有価証券 60,212 58,431

出資金 70,110 70,110

長期貸付金 7,857 7,455

繰延税金資産 78,988 105,359

その他 25,511 20,781

投資その他の資産合計 242,681 262,138

固定資産合計 5,386,857 5,303,396

資産合計 17,264,439 17,789,494

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：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,542,583 5,014,538

短期借入金 1,850,000 1,730,000

１年内返済予定の長期借入金 216,588 201,588

リース債務 29,471 25,328

未払法人税等 49,996 118,657

賞与引当金 169,168 81,178

その他 473,626 613,012

流動負債合計 7,331,434 7,784,302

固定負債

長期借入金 868,592 842,120

リース債務 34,475 32,240

繰延税金負債 54,299 38,539

退職給付に係る負債 92,256 92,675

債務保証損失引当金 60,333 59,721

資産除去債務 64,197 64,212

その他 360 360

固定負債合計 1,174,515 1,129,868

負債合計 8,505,949 8,914,171

純資産の部

株主資本

資本金 1,513,687 1,513,687

資本剰余金 1,303,508 1,303,508

利益剰余金 5,346,668 5,450,508

自己株式 △21,392 △21,392

株主資本合計 8,142,471 8,246,312

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,348 4,339

その他の包括利益累計額合計 5,348 4,339

非支配株主持分 610,669 624,671

純資産合計 8,758,489 8,875,323

負債純資産合計 17,264,439 17,789,494
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 3,460,008 5,080,954

売上原価 3,038,915 4,292,195

売上総利益 421,093 788,759

販売費及び一般管理費

運搬費 121,794 149,458

給料及び手当 160,114 159,424

賞与引当金繰入額 39,934 44,656

退職給付費用 8,133 9,784

減価償却費 29,713 25,619

のれん償却額 4,843 4,843

その他 158,083 167,584

販売費及び一般管理費合計 522,615 561,371

営業利益又は営業損失（△） △101,522 227,387

営業外収益

受取利息 50 41

受取配当金 7,150 5,381

受取賃貸料 12,325 12,498

雇用調整助成金 2,115 11,734

その他 2,405 2,556

営業外収益合計 24,046 32,213

営業外費用

支払利息 1,845 1,774

賃貸費用 3,952 4,319

その他 779 952

営業外費用合計 6,577 7,046

経常利益又は経常損失（△） △84,053 252,554

特別利益

債務保証損失引当金戻入額 － 612

特別利益合計 － 612

特別損失

固定資産除却損 0 5,302

債務保証損失引当金繰入額 58,234 －

特別損失合計 58,234 5,302

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（△）
△142,288 247,864

法人税、住民税及び事業税 27,721 122,297

法人税等調整額 △47,150 △41,536

法人税等合計 △19,429 80,761

四半期純利益又は四半期純損失（△） △122,858 167,103

非支配株主に帰属する四半期純利益 7,908 25,936

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（△）
△130,766 141,166

（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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △122,858 167,103

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,549 △1,219

その他の包括利益合計 1,549 △1,219

四半期包括利益 △121,309 165,883

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △129,442 140,157

非支配株主に係る四半期包括利益 8,133 25,726

（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。

（会計方針の変更）

１．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が、この基準等の適用が当第１

四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示して

いた「受取手形及び売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることとしました。

２．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しております。これによる当第１四半期連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。
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