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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 967 △22.1 △98 ― △21 ― △22 ―

2022年3月期第1四半期 1,241 ― 63 ― 105 ― 105 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　△50百万円 （―％） 2022年3月期第1四半期　　145百万円 （―％）

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 △6.04 ―

2022年3月期第1四半期 28.56 ―

（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）等を前第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になっており、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(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 7,088 4,870 68.7 1,332.59

2022年3月期 7,339 4,977 67.8 1,360.55

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 4,870百万円 2022年3月期 4,977百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） ― ― 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、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) 2,210 △18.0 △70 ― △30 ― △30 ― △8.18

通期 4,550 △6.6 20 △28.6 90 △52.1 90 △51.4 24.55

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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 4,000,000 株 2022年3月期 4,000,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 345,237 株 2022年3月期 341,537 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 3,656,713 株 2022年3月期1Q 3,679,746 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あたっての注意事項については、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経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大傾向の中、日本国

内においては、その感染症拡大により企業活動への影響が拡大しました。経済活動の再開の動きが見られたもの

の、新たな変異株の急速な拡大により新型コロナウイルス感染症が再拡大し、加えてサプライチェーンの停滞およ

び半導体不足や原材料価格の高騰などの影響から、景気の先行きは極めて不透明な状況のまま推移しました。

  このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の売上高は、967百万円(前年同期比22.1%減）となりました。

セグメントごとでは、自動車部品製造事業が四輪部品等の減少により930百万円、工作機械製造事業が専用工作機

械等の減少により36百万円となりました。

　利益面につきましては、営業損失は、工作機械製造事業における売上の減少及び自動車部品製造事業における自

動車メーカーの半導体不足による減産やエネルギー価格の高騰等が主な要因となり98百万円（前年同期は営業利益

63百万円）となりました。経常損失は、上記と同様の理由により21百万円（前年同期は経常利益105百万円）とな

りました。その結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は22百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純

利益105百万円）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、現金及び預金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比

べ250百万円減少し、7,088百万円となりました。

  負債につきましては、長期借入金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ143百万円減少し、2,218百

万円となりました。

　純資産につきましては、利益剰余金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ107百万円減少し、4,870

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

　2023年３月期の業績予想につきましては、2022年５月12日に公表いたしました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 1,155,010 820,340

受取手形及び売掛金 509,297 436,359

電子記録債権 68,530 65,160

製品 115,747 79,359

仕掛品 199,678 396,491

原材料及び貯蔵品 61,559 85,879

その他 64,972 104,312

貸倒引当金 △485 △321

流動資産合計 2,174,311 1,987,582

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 944,084 955,183

機械装置及び運搬具（純額） 1,852,010 1,808,013

土地 726,503 728,797

建設仮勘定 157,313 125,824

その他（純額） 109,085 126,863

有形固定資産合計 3,788,997 3,744,683

無形固定資産 64,962 64,210

投資その他の資産 1,310,813 1,291,995

固定資産合計 5,164,773 5,100,889

資産合計 7,339,085 7,088,472

負債の部

流動負債

買掛金 330,014 284,377

１年内返済予定の長期借入金 479,123 480,610

未払法人税等 3,466 2,927

賞与引当金 58,170 -

受注損失引当金 8,683 7,902

その他 254,997 333,934

流動負債合計 1,134,455 1,109,752

固定負債

長期借入金 655,017 543,248

役員退職慰労引当金 9,368 9,368

退職給付に係る負債 222,549 222,734

資産除去債務 61,336 63,702

その他 278,820 269,329

固定負債合計 1,227,091 1,108,383

負債合計 2,361,547 2,218,135

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)

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 126,263 126,263

利益剰余金 4,883,750 4,806,777

自己株式 △178,902 △180,635

株主資本合計 4,931,111 4,852,404

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 197,618 179,897

繰延ヘッジ損益 △5,548 -

為替換算調整勘定 △145,643 △161,965

その他の包括利益累計額合計 46,426 17,931

純資産合計 4,977,538 4,870,336

負債純資産合計 7,339,085 7,088,472
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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 1,241,662 967,128

売上原価 1,023,382 914,522

売上総利益 218,280 52,605

販売費及び一般管理費 154,963 150,645

営業利益又は営業損失（△） 63,316 △98,040

営業外収益

受取利息 33 11

受取配当金 8,488 10,430

受取賃貸料 12,696 13,290

売電収入 7,871 7,839

補助金収入 17,762 2,500

為替差益 - 46,021

雑収入 4,521 4,526

営業外収益合計 51,373 84,619

営業外費用

支払利息 2,094 1,405

不動産賃貸原価 3,779 4,704

為替差損 1,074 -

売電費用 2,341 2,065

雑損失 71 334

営業外費用合計 9,361 8,509

経常利益又は経常損失（△） 105,328 △21,930

特別利益

固定資産売却益 - 68

特別利益合計 - 68

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（△）
105,328 △21,861

法人税、住民税及び事業税 234 234

法人税等合計 234 234

四半期純利益又は四半期純損失（△） 105,093 △22,096

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（△）
105,093 △22,096

（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　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（△） 105,093 △22,096

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 20,385 △17,721

繰延ヘッジ損益 42 5,548

為替換算調整勘定 19,956 △16,321

その他の包括利益合計 40,384 △28,495

四半期包括利益 145,478 △50,591

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 145,478 △50,591

（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。

（単位：千円）

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

（注）
自動車部品製造

事業
工作機械製造

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 981,932 259,730 1,241,662 - 1,241,662

セグメント間の内部売上高

又は振替高
- 2,003 2,003 △2,003 -

計 981,932 261,734 1,243,666 △2,003 1,241,662

セグメント利益又は損失

（△）
158,819 △95,503 63,316 - 63,316

（単位：千円）

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

（注）
自動車部品製造

事業
工作機械製造

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 930,490 36,637 967,128 - 967,128

セグメント間の内部売上高

又は振替高
- 84 84 △84 -

計 930,490 36,721 967,212 △84 967,128

セグメント利益又は損失

（△）
13,835 △111,875 △98,040 - △98,040

（セグメント情報）

Ⅰ　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）

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

（注）セグメント利益又は損失と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。

２．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2022年４月１日 至2022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

（注）セグメント利益又は損失と四半期連結損益計算書の営業損失に差異はありません。

２．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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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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