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1. 2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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 ％

2023年3月期第1四半期 32,198 22.3 443 △15.4 578 △4.1 392 △6.3

2022年3月期第1四半期 26,320 ― 524 ― 603 ― 418 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　368百万円 （△29.2％） 2022年3月期第1四半期　　520百万円 （290.5％）

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1四半期 40.12 ―

2022年3月期第1四半期 42.80 ―

(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

2023年3月期第1四半期 76,358 25,747 33.7 2,632.94

2022年3月期 75,096 25,769 34.3 2,635.22

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 25,747百万円 2022年3月期 25,769百万円

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 ― 40.00 ― 40.00 80.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 35.00 ― 35.00 70.00

（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、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 71,812 36.7 814 △28.5 889 △28.7 588 △31.1 60.13

通期 151,660 30.2 1,744 △29.7 1,900 △30.4 1,257 △33.4 128.55

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。



※ 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 ： 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1Q 11,103,500 株 2022年3月期 11,103,500 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 1,324,678 株 2022年3月期 1,324,653 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 9,778,828 株 2022年3月期1Q 9,779,238 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当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　（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

　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。

　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変異株再拡大やロシアのウクラ

イナ侵攻の長期化に伴うサプライチェーンの毀損など、依然として社会経済活動に制限がかかり、景気の先行きが

不透明な状況が続いております。

　当社グループを取り巻く環境では、引き続き鋼材市況が上昇傾向を辿り、また国内自動車生産においては回復の

兆しはみられるものの、半導体やその他部品の調達難により減産が続いております。

　このような状況下、今年度より第10次中期経営計画がスタートとなり、当社グループがパーパス（ＰＵＲＰＯＳ

Ｅ）として掲げた「地域社会と地域産業の持続的成長に信頼のサプライチェーンで貢献する」を念頭に、グループ

一丸となって、より付加価値のあるサービスの向上に努めて邁進してまいりました。

　その結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、鋼材価格の上昇が寄与したことにより、321

億98百万円（前年同期比22.3％増）となりました。一方で利益面においては、主に運賃諸掛りなどをはじめとした

販売費及び一般管理費の増加により、営業利益は４億43百万円（同15.4％減）、経常利益は５億78百万円（同

4.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は３億92百万円（同6.3％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産）

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産は630億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億67百万円

増加しました。これは主に商品の増加18億５百万円によるものであります。また、固定資産は133億９百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ１億４百万円減少しました。

　この結果、総資産は763億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億61百万円増加しました。

(負債）

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は450億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億27百万円

増加しました。これは主に短期借入金の増加27億円、１年内償還予定の社債の償還による減少５億円、未払法人税

等の納付による減少６億８百万円によるものであります。また、固定負債は55億96百万円となり、前連結会計年度

末に比べ５億43百万円減少しました。

　この結果、負債は506億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億83百万円増加しました。

(純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は257億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万円減少し

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３億92百万円、配当金の支払３億91百万円によるも

のであります。

　この結果、自己資本比率は33.7％（前連結会計年度末は34.3％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、2022年４月26日の「2022年３月期　決算短信」で公表いたしました第２四半期連

結累計期間及び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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,886,663 3,065,795

受取手形及び売掛金 27,337,238 25,816,883

電子記録債権 10,798,748 12,414,919

商品 19,612,311 21,417,790

その他 1,018,957 305,588

貸倒引当金 △3,818 △3,827

流動資産合計 61,650,101 63,017,149

固定資産

有形固定資産 6,628,966 6,564,361

無形固定資産 40,004 36,521

投資その他の資産

投資有価証券 6,040,773 6,013,976

その他 711,254 702,049

貸倒引当金 △7,294 △7,295

投資その他の資産合計 6,744,733 6,708,730

固定資産合計 13,413,704 13,309,613

繰延資産 32,955 31,407

資産合計 75,096,761 76,358,170

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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,899,065 13,928,931

電子記録債務 3,770,891 3,582,198

短期借入金 20,600,000 23,300,000

１年内償還予定の社債 1,500,000 1,000,000

１年内返済予定の長期借入金 1,774,700 2,233,000

未払法人税等 737,971 129,529

賞与引当金 226,736 118,215

その他 678,220 722,889

流動負債合計 43,187,584 45,014,764

固定負債

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 3,112,500 2,525,000

その他 2,027,312 2,071,324

固定負債合計 6,139,812 5,596,324

負債合計 49,327,397 50,611,088

純資産の部

株主資本

資本金 2,310,000 2,310,000

資本剰余金 1,802,654 1,802,654

利益剰余金 18,270,939 18,272,081

自己株式 △1,056,591 △1,056,622

株主資本合計 21,327,002 21,328,113

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,126,000 3,112,172

土地再評価差額金 977,583 977,583

退職給付に係る調整累計額 338,776 329,211

その他の包括利益累計額合計 4,442,360 4,418,968

純資産合計 25,769,363 25,747,081

負債純資産合計 75,096,761 76,358,170
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

売上高 26,320,045 32,198,001

売上原価 24,609,324 30,496,317

売上総利益 1,710,720 1,701,684

販売費及び一般管理費 1,185,990 1,257,950

営業利益 524,729 443,734

営業外収益

受取利息 31 99

受取配当金 74,172 85,860

仕入割引 15,869 21,512

持分法による投資利益 1,191 －

受取賃貸料 26,415 28,166

雑収入 7,706 43,669

営業外収益合計 125,387 179,308

営業外費用

支払利息 14,650 20,468

持分法による投資損失 － 5,871

賃貸費用 17,591 15,055

雑損失 14,590 3,307

営業外費用合計 46,833 44,703

経常利益 603,283 578,338

税金等調整前四半期純利益 603,283 578,338

法人税、住民税及び事業税 153,077 124,222

法人税等調整額 31,677 61,821

法人税等合計 184,754 186,043

四半期純利益 418,528 392,295

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 418,528 392,295

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 106,172 △14,335

退職給付に係る調整額 △3,790 △9,564

持分法適用会社に対する持分相当額 △160 507

その他の包括利益合計 102,222 △23,392

四半期包括利益 520,751 368,903

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 520,751 368,903

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

（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。
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