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(百万円未満切捨て)

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 7,823 7.5 106 － 107 － 55 －

2022年３月期第１四半期 7,277 9.9 △50 － △31 － △39 －
(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 60百万円( －％) 2022年３月期第１四半期 △62百万円( －％)
　

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 14.09 －

2022年３月期第１四半期 △10.08 －
　

四半期連結経営成績に関する注記
　

（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 17,335 4,380 25.3

2022年３月期 15,580 4,368 28.0
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 4,380百万円 2022年３月期 4,368百万円
　

　

　

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 － 12.00 12.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) 4.00 － 10.00 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
　　

　

３．2023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 33,000 4.7 390 44.1 430 30.5 220 21.7 55.78
(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
　

　

（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 3,969,000株 2022年３月期 3,969,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 37,555株 2022年３月期 37,555株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 3,931,445株 2022年３月期１Ｑ 3,912,945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、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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１．四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 1,242,346 1,146,504

受取手形及び売掛金 4,947,799 5,258,118

電子記録債権 2,339,081 3,507,585

商品及び製品 2,352,133 2,773,456

仕掛品 278,626 306,333

原材料及び貯蔵品 266,042 267,930

その他 185,037 179,275

貸倒引当金 △27,136 △26,607

流動資産合計 11,583,930 13,412,596

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 391,351 385,044

機械装置及び運搬具（純額） 19,224 18,287

土地 1,576,016 1,576,016

リース資産（純額） 12,248 10,810

その他（純額） 28,069 24,618

有形固定資産合計 2,026,910 2,014,777

無形固定資産

リース資産 18,365 28,571

その他 53,958 48,963

無形固定資産合計 72,324 77,535

投資その他の資産

投資有価証券 151,936 141,492

繰延税金資産 475,896 459,120

その他 1,349,418 1,309,873

貸倒引当金 △79,650 △79,532

投資その他の資産合計 1,897,600 1,830,953

固定資産合計 3,996,834 3,923,266

資産合計 15,580,765 17,335,863
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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 2,774,769 3,143,091

電子記録債務 4,541,865 4,367,916

短期借入金 － 1,700,000

１年内返済予定の長期借入金 637,449 647,918

リース債務 19,732 22,204

未払法人税等 211,306 46,196

賞与引当金 171,686 278,211

その他 635,673 497,106

流動負債合計 8,992,482 10,702,646

固定負債

長期借入金 1,042,522 1,067,015

リース債務 19,046 25,595

役員退職慰労引当金 29,381 21,661

退職給付に係る負債 905,012 905,657

資産除去債務 6,770 6,793

役員退職慰労未払金 48,300 48,300

その他 169,229 177,276

固定負債合計 2,220,262 2,252,297

負債合計 11,212,745 12,954,943

純資産の部

株主資本

資本金 646,494 646,494

資本剰余金 806,127 806,127

利益剰余金 2,884,255 2,891,998

自己株式 △21,156 △21,156

株主資本合計 4,315,719 4,323,463

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 56,678 49,044

繰延ヘッジ損益 9,878 20,780

為替換算調整勘定 △2,766 △1,788

退職給付に係る調整累計額 △11,490 △10,581

その他の包括利益累計額合計 52,299 57,455

純資産合計 4,368,019 4,380,919

負債純資産合計 15,580,765 17,335,863
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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 7,277,534 7,823,616

売上原価 6,036,834 6,340,175

売上総利益 1,240,700 1,483,440

販売費及び一般管理費 1,290,742 1,376,791

営業利益又は営業損失（△） △50,042 106,648

営業外収益

受取利息 32 16

受取配当金 1,057 460

不動産賃貸料 14,372 15,229

為替差益 6,558 －

助成金収入 7,700 350

その他 10,640 11,848

営業外収益合計 40,361 27,905

営業外費用

支払利息 2,930 2,932

手形売却損 2,278 2,253

不動産賃貸原価 10,890 9,428

その他 5,222 12,409

営業外費用合計 21,321 27,023

経常利益又は経常損失（△） △31,002 107,530

特別損失

投資有価証券評価損 2,986 －

特別損失合計 2,986 －

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（△）

△33,989 107,530

法人税等 5,458 52,120

四半期純利益又は四半期純損失（△） △39,448 55,409

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（△）

△39,448 55,409
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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（△） △39,448 55,409

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,922 △7,633

繰延ヘッジ損益 △2,865 10,901

為替換算調整勘定 △9,783 978

退職給付に係る調整額 1,835 909

その他の包括利益合計 △22,735 5,156

四半期包括利益 △62,183 60,566

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △62,183 60,566

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）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。
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２．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

　


