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（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 6,997 △2.1 △157 － △113 － △201 －

2022年３月期第１四半期 7,144 － 176 － 225 － 186 －

（注）包括利益 2023年３月期第１四半期 430百万円（△45.7％） 2022年３月期第１四半期 792百万円 （－％）

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 △14.02 －

2022年３月期第１四半期 12.97 －

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 32,490 23,780 67.5
2022年３月期 31,640 23,349 68.4

（参考）自己資本 2023年３月期第１四半期 21,929百万円 2022年３月期 21,638百万円

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 － 8.00 － 0.00 8.00

2023年３月期 －

2023年３月期（予想） 8.00 － 8.00 16.00

（％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 29,000 7.5 300 － 500 420.9 300 － 20.85

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）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（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）

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期１Ｑ 14,400,000株 2022年３月期 14,400,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 12,083株 2022年３月期 12,083株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 14,387,917株 2022年３月期１Ｑ 14,387,917株

※  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  （－）                        、除外    － 社  （－）

（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）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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（2022年４月１日～2022年６月30日）の当社グループ（当社及び連結子会社）の主

要市場でありますトラック市場におきましては、新型コロナウイルス感染拡大による生産・物流の混乱や半導体

不足による部品不足の影響により、国内向け車両の生産は前年よりも減少しました。一方で、海外向け車両につ

きましては、東南アジア向けを中心に堅調に推移しております。

また、産業・建設機械市場におきましては、資源価格の上昇等を受け、北米や東南アジア向けを中心に需要は

旺盛で、出荷は前年よりも増加しました。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、アジア地域のタイ・インドネシアの売上は、景気回復

を背景に前年同四半期に比べ増加しました。一方で、中国でのロックダウンの影響による顧客の生産調整によ

り、日本・中国の売上は、前年同四半期に比べ減少しました。この結果、当社グループの当第１四半期連結累計

期間の売上高は、69億97百万円（前年同四半期比2.1％減）となりました。

利益面におきましては、継続的に原価低減・合理化活動を実施してきた一方で、アルミ・鋼材の市況や光熱費

の高止まりからくるコスト上昇、部品供給不足を理由とした生産調整の広がりによる生産効率の悪化により、営

業損失は１億57百万円（前年同期は１億76百万円の営業利益）、経常損失は１億13百万円（前年同期は２億25百

万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失は２億１百万円（前年同期は１億86百万円の親会社株主

に帰属する四半期純利益）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総資産は、324億90百万円と前連結会計年度末に比べ８億49百万円の増

加となりました。

流動資産は214億47百万円と前連結会計年度末に比べ７億61百万円の増加となり、固定資産は110億42百万円と

前連結会計年度末に比べ87百万円の増加となりました。

流動資産増加は主として、その他流動資産が２億78百万円、原材料及び貯蔵品が２億１百万円、受取手形、売

掛金及び契約資産が１億83百万円増加したこと等によるものです。

固定資産増加は主として、投資有価証券が60百万円減少したものの、有形固定資産が１億40百万円増加したこ

と等によるものです。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債は、87億９百万円と前連結会計年度末に比べ４億18百万円の増加と

なりました。

流動負債は78億円と前連結会計年度末に比べ４億73百万円の増加となり、固定負債は９億９百万円と前連結会

計年度末に比べ54百万円の減少となりました。

流動負債増加は主として、設備関係未払金が３億54百万円減少したものの、営業外電子記録債務が４億85百万

円、未払費用が２億１百万円、電子記録債務が１億25百万円増加したこと等によるものです。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、237億80百万円と前連結会計年度末に比べ４億30百万円の増

加となりました。

これは主として、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が２億１百万円減少したもの

の、為替換算調整勘定が５億52百万円、非支配株主持分が１億39百万円増加したこと等によるものです。

（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５月13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 8,272,842 8,270,119

受取手形、売掛金及び契約資産 7,516,177 7,700,109

電子記録債権 808,526 802,534

商品及び製品 986,997 989,536

仕掛品 424,826 495,527

原材料及び貯蔵品 2,199,556 2,401,350

未収還付法人税等 23,954 56,939

その他 453,196 731,696

流動資産合計 20,686,077 21,447,813

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,022,832 6,131,995

減価償却累計額 △3,409,284 △3,465,839

建物及び構築物（純額） 2,613,547 2,666,156

機械装置及び運搬具 16,218,769 16,702,111

減価償却累計額 △12,506,801 △12,854,381

機械装置及び運搬具（純額） 3,711,967 3,847,729

工具、器具及び備品 7,261,655 7,444,801

減価償却累計額 △6,117,451 △6,319,906

工具、器具及び備品（純額） 1,144,204 1,124,894

土地 1,106,558 1,106,558

建設仮勘定 692,680 664,207

有形固定資産合計 9,268,959 9,409,547

無形固定資産 243,959 241,433

投資その他の資産

投資有価証券 1,237,087 1,176,266

繰延税金資産 53,704 54,548

退職給付に係る資産 78,423 90,013

その他 72,578 70,681

投資その他の資産合計 1,441,794 1,391,511

固定資産合計 10,954,713 11,042,491

資産合計 31,640,791 32,490,305

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

- 3 -

東京ラヂエーター製造株式会社 (7235)
2023年３月期  第１四半期決算短信



(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 3,082,362 3,074,562

電子記録債務 2,335,075 2,460,143

未払費用 941,239 1,142,611

未払法人税等 97,162 81,871

製品保証引当金 35,036 36,594

営業外電子記録債務 125,764 611,573

設備関係未払金 427,694 73,203

その他 282,459 319,706

流動負債合計 7,326,794 7,800,264

固定負債

退職給付に係る負債 17,349 18,842

繰延税金負債 753,895 697,149

その他 193,248 193,735

固定負債合計 964,493 909,726

負債合計 8,291,287 8,709,991

純資産の部

株主資本

資本金 1,317,600 1,317,600

資本剰余金 778,300 778,300

利益剰余金 17,676,048 17,474,377

自己株式 △4,587 △4,587

株主資本合計 19,767,361 19,565,690

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 571,101 526,369

為替換算調整勘定 931,966 1,484,610

退職給付に係る調整累計額 367,668 352,569

その他の包括利益累計額合計 1,870,736 2,363,550

非支配株主持分 1,711,406 1,851,073

純資産合計 23,349,504 23,780,314

負債純資産合計 31,640,791 32,490,305
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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 7,144,603 6,997,316

売上原価 6,319,630 6,412,336

売上総利益 824,973 584,980

販売費及び一般管理費 648,782 742,510

営業利益又は営業損失（△） 176,190 △157,529

営業外収益

受取利息 25,665 20,332

受取配当金 4,929 8,510

為替差益 6,911 11,335

受取賃貸料 557 647

受取手数料 2,454 2,243

その他 11,822 5,406

営業外収益合計 52,340 48,476

営業外費用

支払利息 2,891 4,095

その他 336 333

営業外費用合計 3,228 4,429

経常利益又は経常損失（△） 225,302 △113,482

特別利益

固定資産売却益 54 15

特別利益合計 54 15

特別損失

固定資産売却損 39 -

固定資産除却損 144 1,162

特別損失合計 184 1,162

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（△）
225,172 △114,629

法人税、住民税及び事業税 69,077 107,374

法人税等調整額 △51,310 △40,491

法人税等合計 17,767 66,882

四半期純利益又は四半期純損失（△） 207,405 △181,511

非支配株主に帰属する四半期純利益 20,821 20,159

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（△）
186,583 △201,670

（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（△） 207,405 △181,511

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 128,468 △44,731

為替換算調整勘定 469,357 672,152

退職給付に係る調整額 △12,521 △15,098

その他の包括利益合計 585,303 612,321

四半期包括利益 792,709 430,810

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 687,444 291,143

非支配株主に係る四半期包括利益 105,264 139,666

（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）

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

該当事項はありません。

（四半期連結貸借対照表に関する注記）

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

偶発債務

当社グループの一部製品に関して不具合が発生しています。その原因・範囲等については現在調査中です。

現時点では四半期連結財務諸表に与える影響を合理的に見積もることが困難であるため、当該事象に係る費用は

計上しておりません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

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）

該当事項はありません。

３．その他

該当事項はありません。

- 7 -

東京ラヂエーター製造株式会社 (7235)
2023年３月期  第１四半期決算短信


