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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 2,072 9.5 3 ― 45 ― 36 ―

2022年３月期第１四半期 1,892 ― △125 ― △112 ― △133 ―

(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 73 百万円 ( ―％) 2022年３月期第１四半期 △152 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

2023年３月期第１四半期 12円40銭 ―

2022年３月期第１四半期 △44円85銭 ―
　
（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１四半期 16,331 7,207 44.1

2022年３月期 16,079 7,178 44.6

(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 7,207 百万円 2022年３月期 7,178 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 ― 0.00 ― 15.00 15.00

　2023年３月期 ―

　2023年３月期(予想) 0.00 ― 15.00 15.00

(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、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 8,900 10.3 400 ― 400 ― 280 332.3 94.22

(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 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 ： 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 ： 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) 2023年３月期１Ｑ 2,992,999株 2022年３月期 2,992,999株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 21,115株 2022年３月期 21,115株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 2,971,884株 2022年３月期１Ｑ 2,971,980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収束時期の見通しが立たない中、

行動制限の緩和が進み、経済活動の回復が期待されています。一方で、ウクライナ情勢の長期化等による世界的な

資源価格の高騰や日米金利差拡大を背景とした歴史的な円安の進行等があり、依然として先行き不透明な状況が続

いております。

こうした中、当社グループにおきましては、４月にインテックス大阪にて開催されました「ＩＮＴＥＲＭＯＬＤ

2022大阪」に出展し、金型二番逃がし加工用工具「アンダーカッタ」 (MSU/MUC形)へのモジュラーヘッドタイプの追

加や、好評頂いております高能率高送り加工用工具「ＱＭマックス」 (MQX/QXP形)へのシャンクタイプの追加等、お

客様のニーズに合わせた製品ラインナップの拡張を行いました。また、11月には東京ビックサイトで開催されます

「ＪＩＭＴＯＦ」にも出展を計画しております。今後もより多くのお客様に当社の製品を知って頂くために、オフ

ィシャルサイトやＳＮＳ等のメディアを通じた情報の発信に一層注力し、活動を続けてまいります。

当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比9.5％増の2,072百万円となりました。このうち国内販売

は前年同期比5.6％増の986百万円となり、輸出は同13.3％増の1,086百万円となりました。輸出の地域別では、北米

向けが前年同期比19.3％増の248百万円、欧州向けが同0.1％増の287百万円、アジア向けが同19.5％増の542百万円、

その他地域向けが同13.5％減の７百万円となり、この結果、連結売上高に占める輸出の割合は、前年同期に比べ1.8

ポイント増加し52.4％となりました。

製品別では、焼肌チップが前年同期比5.6％増の170百万円、切削工具が同9.8％増の1,659百万円、耐摩耗工具が

同9.6％増の237百万円となりました。

収益面では、売上原価率が改善したこと等により、営業利益は3百万円（前年同期は営業損失125百万円）、経常

利益は45百万円（前年同期は経常損失112百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は36百万円（前年同期は四

半期純損失133百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 (資産)

資産は前連結会計年度末に比べ252百万円増加し16,331百万円となりました。このうち流動資産は319百万円の増

加、固定資産は67百万円の減少となりました。

流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が407百万円、仕掛品が132百万円それぞれ増加し、その他のうち未

収入金が244百万円減少したことであります。

固定資産のうち、有形固定資産は54百万円減少しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上による減少215百

万円、設備投資の実施による増加159百万円であります。投資その他の資産は19百万円減少しました。変動の主な要

因は、関係会社出資金が22百万円、繰延税金資産が40百万円それぞれ増加し、投資有価証券の評価額が83百万円減

少したことであります。

(負債)

負債は前連結会計年度末に比べ223百万円増加し、9,124百万円となりました。このうち流動負債は69百万円の増

加、固定負債は153百万円の増加となりました。

流動負債の変動の主な要因は、未払費用が272百万円増加し、短期借入金が145百万円減少したことであります。

固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が190百万円増加し、退職給付に係る負債が26百万円減少したことであ

ります。

(純資産)

純資産は前連結会計年度末に比べ28百万円増加し、7,207百万円となりました。このうち株主資本は7百万円減少

し、6,497百万円となりました。また、その他の包括利益累計額は36百万円増加し、710百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点では2022年５月13日に公表しました業績予想に変更はございません。
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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 1,202,304 1,610,298

受取手形及び売掛金 1,798,670 1,722,440

商品及び製品 2,245,806 2,306,227

仕掛品 1,449,014 1,581,639

原材料及び貯蔵品 960,739 975,226

その他 385,355 166,004

貸倒引当金 △22,346 △22,700

流動資産合計 8,019,543 8,339,135

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,651,183 1,626,309

機械装置及び運搬具（純額） 2,117,202 2,072,631

土地 975,530 975,530

リース資産（純額） 1,246,916 1,243,310

その他（純額） 139,477 157,541

有形固定資産合計 6,130,309 6,075,323

無形固定資産 264,644 271,631

投資その他の資産

投資有価証券 1,260,037 1,176,579

関係会社出資金 300,900 323,386

差入保証金 53,822 54,623

保険積立金 27,007 27,299

繰延税金資産 45,024 85,383

その他 6,013 6,018

貸倒引当金 △27,600 △27,600

投資その他の資産合計 1,665,204 1,645,688

固定資産合計 8,060,159 7,992,643

資産合計 16,079,703 16,331,778
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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 450,158 480,870

電子記録債務 673,923 679,308

短期借入金 2,386,635 2,241,610

未払法人税等 42,021 32,251

賞与引当金 194,268 76,000

未払費用 68,063 340,768

その他 442,401 476,537

流動負債合計 4,257,472 4,327,345

固定負債

長期借入金 2,646,522 2,836,530

リース債務 1,166,573 1,156,256

資産除去債務 17,560 17,560

長期未払金 64,765 64,765

退職給付に係る負債 747,950 721,780

固定負債合計 4,643,370 4,796,892

負債合計 8,900,843 9,124,238

純資産の部

株主資本

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 1,703,329 1,703,329

利益剰余金 1,748,799 1,741,064

自己株式 △46,478 △46,478

株主資本合計 6,504,844 6,497,109

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 379,857 320,411

為替換算調整勘定 163,259 264,695

退職給付に係る調整累計額 130,898 125,324

その他の包括利益累計額合計 674,015 710,431

純資産合計 7,178,859 7,207,540

負債純資産合計 16,079,703 16,331,778
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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１四半期連結累計期間

(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 1,892,244 2,072,038

売上原価 1,442,915 1,432,663

売上総利益 449,329 639,374

販売費及び一般管理費 574,913 636,084

営業利益又は営業損失（△） △125,583 3,290

営業外収益

受取利息 4 47

受取配当金 11,772 17,235

為替差益 4,258 31,711

持分法による投資利益 13,311 4,040

補助金収入 - 3,898

その他 6,560 8,392

営業外収益合計 35,907 65,325

営業外費用

支払利息 17,748 19,280

その他 5,039 3,739

営業外費用合計 22,788 23,020

経常利益又は経常損失（△） △112,464 45,595

特別利益

固定資産売却益 - 88

特別利益合計 - 88

特別損失

固定資産除売却損 203 236

特別損失合計 203 236

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（△）

△112,667 45,446

法人税、住民税及び事業税 14,099 22,172

法人税等調整額 6,538 △13,569

法人税等合計 20,637 8,603

四半期純利益又は四半期純損失（△） △133,305 36,843

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又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△133,305 36,843
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △133,305 36,843

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △39,141 △59,445

為替換算調整勘定 3,805 82,990

退職給付に係る調整額 2,302 △5,573

持分法適用会社に対する持分相当額 14,294 18,445

その他の包括利益合計 △18,738 36,415

四半期包括利益 △152,044 73,259

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △152,044 73,259

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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しており

ます。ただし、この計算で合理性を欠く場合には、税引前四半期純利益を調整のうえ、法定実効税率を用いて税金

費用を計算しております。

（会計方針の変更）

(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の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって

適用することといたしました。なお、これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。
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３．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

　 ① 生産実績

製品区分

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

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 170,876 8.9 177,391 8.6 6,515 3.8

切削工具 1,553,159 80.6 1,646,052 80.1 92,893 6.0

耐摩耗工具 202,734 10.5 231,212 11.2 28,478 14.0

その他 ― 0.0 944 0.1 944 ―

合計 1,926,769 100.0 2,055,599 100.0 128,830 6.7

　 (注) １ 金額は販売価格で表示しております。

　 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

製品区分

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

比較増減

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 175,742 71,269 170,229 78,785 △5,513 7,516

切削工具 1,774,889 574,841 1,785,254 562,389 10,365 △12,452

耐摩耗工具 223,739 130,961 253,259 174,642 29,520 43,681

その他 4,870 1,339 3,639 1,229 △1,231 △110

合計 2,179,240 778,410 2,212,381 817,045 33,141 38,635

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

製品区分

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

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 161,165 8.5 170,211 8.2 9,046 5.6

切削工具 1,510,869 79.9 1,659,223 80.0 148,355 9.8

耐摩耗工具 216,522 11.4 237,346 11.5 20,824 9.6

その他 3,688 0.2 5,258 0.3 1,570 42.6

合計 1,892,244 100.0 2,072,038 100.0 179,795 9.5

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


