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1. 令和5年3月期第1四半期の連結業績（令和4年4月1日～令和4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 ％

5年3月期第1四半期 2,255 △4.2 △53 ― △43 ― △47 ―

4年3月期第1四半期 2,354 △0.3 △40 ― △24 ― △30 ―

（注）包括利益 5年3月期第1四半期　　△0百万円 （―％） 4年3月期第1四半期　　10百万円 （―％）

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

5年3月期第1四半期 △26.34 ―

4年3月期第1四半期 △16.60 ―

(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 ％

5年3月期第1四半期 11,363 7,694 66.3

4年3月期 11,756 7,748 64.6

（参考）自己資本 5年3月期第1四半期 7,531百万円 4年3月期 7,589百万円

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

4年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

5年3月期 ―

5年3月期（予想） 0.00 ― 25.00 25.00

（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. 令和 5年 3月期の連結業績予想（令和 4年 4月 1日～令和 5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) 5,050 5.8 16 ― 34 101.2 △2 ― △1.12

通期 10,300 2.2 169 △48.0 216 △41.4 82 37.3 45.72

（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

（注）詳細は、添付資料Ｐ.７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(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） 5年3月期1Q 1,864,011 株 4年3月期 1,864,011 株

② 期末自己株式数 5年3月期1Q 70,640 株 4年3月期 70,640 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 5年3月期1Q 1,793,371 株 4年3月期1Q 1,793,654 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Ｐ．２「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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、まん延防止等重点措置が解除され、抑制されてきた人流が

少しずつ戻り、対面型サービスを中心とする個人消費関連業種に復調のきざしがみられたものの、ロシア・ウクラ

イナ情勢の長期化、急速な円安の進行、原油・原材料価格の高止まりなど不透明な外部環境は、製造業を中心に多

くの企業の収益力の低下をもたらす要因となりました。

このような環境のなか、当社グループは引き続き新型コロナウイルスの感染拡大防止に最大限努めつつ、顧客の

ニーズに対応し、グループ企業のすべての分野で積極的な最適提案営業活動に努めてまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は22億55百万円（前年同期比4.2％減）となりました。損益面に

おきましては、営業損失は53百万円（前年同期は営業損失40百万円）、経常損失は43百万円（前年同期は経常損失

24百万円）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は47百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損

失30百万円）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。（セグメント間の内部売上高は含めておりません。）

（切削機具事業）

切削機具及び消耗品の売上が前年並みに推移し、売上高は８億10百万円（前年同期比0.7％増）となりました。

また、原価高騰の吸収に努めましたが、営業利益は28百万円（前年同期比37.6％減）となりました。

（特殊工事事業）

高速道路、ダムのメンテナンス関連等の大型案件の売上が順調に推移し、売上高は４億71百万円（前年同期比

7.7％増）となりました。営業利益は32百万円（前年同期比84.9％増）となりました。

（建設・生活関連品事業）

コロナ禍が続くなか、商品の品不足や入荷遅延等の影響および主要顧客からの受注の低迷により、売上高は７億

14百万円（前年同期比8.3％減）となりました。原価高騰等の影響により、営業利益は13百万円（前年同期比

46.8％減）となりました。

（工場設備関連事業）

新規顧客からの受注は順調に推移しているものの、主要顧客からの受注回復の遅れや、半導体不足の影響による

原材料・電気部品の不足の影響により、売上高は１億37百万円（前年同期比24.6％減）となりました。原価並びに

販売費及び一般管理費の低減に努め、営業損失は４百万円（前年同期は営業損失14百万円）となりました。

（介護事業）

高齢者賃貸住宅、サービス付高齢者賃貸住宅の入居者減の影響および新型コロナウイルス感染拡大の影響のた

め、売上高は81百万円（前年同期比14.5％減）となりました。また、人件費を含む販売費及び一般管理費が嵩み、

営業損失は14百万円（前年同期は営業損失３百万円）となりました。

（ＩＴ関連事業）

大手顧客の委託業務停止の影響が続き、売上高は41百万円（前年同期比26.7％減）となりました。原価並びに販

売費及び一般管理費の低減にも努め、営業損失は６百万円（前年同期は営業損失６百万円）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総資産は、前連結会計年度末から３億93百万円減少し113億63百万円とな

りました。流動資産は、棚卸資産の増加１億27百万円、現金及び預金の減少２億83百万円、売上債権の減少２億90

百万円などにより４億35百万円減少し52億67百万円となりました。固定資産は、投資有価証券の増加44百万円など

により41百万円増加し60億96百万円となりました。

流動負債は、仕入債務の減少77百万円、未払法人税等の減少１億24百万円、賞与引当金の減少36百万円などによ

り２億38百万円減少し25億62百万円となりました。固定負債は、長期借入金の減少96百万円などにより１億１百万

円減少し11億７百万円となりました。なお、長期・短期借入金は１億円減少し10億98百万円となりました。

株主資本は、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純損失47百万円、配当金の支払で54百万円減少したこと

により１億１百万円減少し72億63百万円、その他の包括利益累計額は43百万円増加し２億68百万円、非支配株主持

分は４百万円増加し１億63百万円となり純資産は54百万円減少し76億94百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和４年５月13日付「令和４年３月期　決算短信」で公表いたしました業績予想から変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(令和４年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,695,505 1,412,425

受取手形、売掛金及び契約資産 2,367,080 1,800,645

電子記録債権 177,562 453,712

商品及び製品 949,116 1,018,460

仕掛品 39,011 62,563

原材料及び貯蔵品 398,069 432,269

その他 80,082 90,788

貸倒引当金 △4,914 △4,052

流動資産合計 5,701,511 5,266,811

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,926,419 3,932,755

減価償却累計額 △2,862,597 △2,882,693

建物及び構築物（純額） 1,063,822 1,050,062

機械及び装置 575,240 591,776

減価償却累計額 △442,457 △462,935

機械及び装置（純額） 132,783 128,841

土地 3,483,010 3,483,010

その他 984,180 1,000,292

減価償却累計額 △901,250 △912,673

その他（純額） 82,930 87,619

有形固定資産合計 4,762,545 4,749,531

無形固定資産

のれん 12,563 11,421

その他 21,634 21,443

無形固定資産合計 34,197 32,864

投資その他の資産

投資有価証券 648,642 692,933

繰延税金資産 87,662 95,062

退職給付に係る資産 264,204 266,193

その他 263,867 265,868

貸倒引当金 △6,204 △6,182

投資その他の資産合計 1,258,171 1,313,873

固定資産合計 6,054,914 6,096,269

資産合計 11,756,424 11,363,079

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
(令和４年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(令和４年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,154,392 1,010,159

電子記録債務 646,583 713,874

短期借入金 515,228 511,893

未払法人税等 153,259 28,933

賞与引当金 109,569 73,817

完成工事補償引当金 462 492

その他 221,129 223,298

流動負債合計 2,800,622 2,562,466

固定負債

長期借入金 681,860 585,647

役員退職慰労引当金 143,116 143,759

退職給付に係る負債 332,691 324,763

その他 50,110 52,595

固定負債合計 1,207,777 1,106,764

負債合計 4,008,399 3,669,230

純資産の部

株主資本

資本金 4,090,270 4,090,270

資本剰余金 2,629,074 2,629,074

利益剰余金 747,426 646,389

自己株式 △102,978 △102,978

株主資本合計 7,363,792 7,262,755

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 33,531 46,602

為替換算調整勘定 125,616 160,519

退職給付に係る調整累計額 65,915 61,301

その他の包括利益累計額合計 225,062 268,422

非支配株主持分 159,172 162,673

純資産合計 7,748,025 7,693,849

負債純資産合計 11,756,424 11,363,079
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日

　至　令和３年６月30日)

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

売上高 2,354,119 2,255,270

売上原価 1,824,730 1,742,401

売上総利益 529,389 512,870

販売費及び一般管理費 569,418 565,436

営業損失（△） △40,029 △52,566

営業外収益

受取利息 735 330

受取配当金 8,647 9,101

受取手数料 1,810 1,559

受取家賃 3,367 3,262

貸倒引当金戻入額 － 890

その他 4,822 6,601

営業外収益合計 19,381 21,743

営業外費用

支払利息 902 755

為替差損 2,008 11,185

その他 723 315

営業外費用合計 3,632 12,254

経常損失（△） △24,281 △43,078

特別利益

投資有価証券売却益 2,374 982

特別利益合計 2,374 982

特別損失

固定資産除売却損 0 327

投資有価証券評価損 － 156

特別損失合計 0 483

税金等調整前四半期純損失（△） △21,907 △42,579

法人税、住民税及び事業税 16,996 17,840

法人税等調整額 △5,200 △6,676

法人税等合計 11,796 11,164

四半期純損失（△） △33,703 △53,743

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △3,921 △6,507

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △29,781 △47,236

（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　令和３年４月１日

　至　令和３年６月30日)

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

四半期純損失（△） △33,703 △53,743

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,668 14,150

為替換算調整勘定 43,299 43,809

退職給付に係る調整額 △3,118 △4,614

その他の包括利益合計 43,848 53,345

四半期包括利益 10,145 △398

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,592 △3,876

非支配株主に係る四半期包括利益 5,553 3,478

（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。

（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）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「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　令和３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。これによる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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（単位：千円）

報告セグメント

切削機具事業 特殊工事事業
建設・生活
関連品事業

工場設備
関連事業 介護事業 ＩＴ関連事業 合　計

売上高

外部顧客への売上高 804,784 437,249 778,717 182,313 94,722 56,334 2,354,119
セグメント間の内部
売上高又は振替高 3,850 － 2,555 7,884 － 430 14,718

計 808,634 437,249 781,272 190,197 94,722 56,764 2,368,837
セグメント利益
又は損失（△） 45,322 17,054 23,891 △14,045 △2,809 △6,394 63,020

利　益 金　額

　報告セグメント計 63,020

　セグメント間取引消去 △832

　全社費用（注） △102,217

　四半期連結損益計算書の営業損失 △40,029

（単位：千円）

報告セグメント

切削機具事業 特殊工事事業
建設・生活
関連品事業

工場設備
関連事業 介護事業 ＩＴ関連事業 合　計

売上高

外部顧客への売上高 810,440 470,717 714,420 137,395 81,023 41,275 2,255,270
セグメント間の内部
売上高又は振替高 1,438 － 2,300 9,471 － 3,937 17,146

計 811,879 470,717 716,720 146,866 81,023 45,212 2,272,416
セグメント利益
又は損失（△） 28,268 31,541 12,702 △4,339 △14,005 △6,120 48,047

利　益 金　額

　報告セグメント計 48,047

　セグメント間取引消去 △4,049

　全社費用（注） △96,565

　四半期連結損益計算書の営業損失 △52,566

（セグメント情報）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自令和３年４月１日　至令和３年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自令和４年４月１日　至令和４年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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