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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 10,729 △12.6 △104 ― 80 △92.9 29 △97.1

2022年3月期第1四半期 12,274 ― 1,102 ― 1,128 ― 1,024 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　777百万円 （△16.6％） 2022年3月期第1四半期　　931百万円 （―％）

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 1.41 ―

2022年3月期第1四半期 49.17 ―

(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 44,028 19,391 44.0

2022年3月期 42,940 18,697 43.5

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 19,391百万円 2022年3月期 18,697百万円

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 ― 3.00 ― 4.00 7.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 3.00 ― 4.00 7.00

（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) 20,500 △16.4 0 ― 0 ― △100 ― △4.80

通期 44,000 △10.3 1,500 △50.6 1,500 △54.3 1,000 △64.7 48.01

（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 ： 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 ： 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 23,396,787 株 2022年3月期 23,396,787 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 2,566,522 株 2022年3月期 2,566,522 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 20,830,265 株 2022年3月期1Q 20,830,585 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

　当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は、主に新型コロナウイルスの感染影響が依然として

続く中、ウクライナ侵攻による更なる半導体供給不足やサプライチェーンの混乱による顧客の生産調整の影響を受

け、107億29百万円と前年同期に比べ15億44百万円（12.6％）の減少となりました。

　利益面におきましては、営業利益は、売上高減少影響に加え原材料価格およびエネルギー価格の高騰等により、

１億４百万円の損失（前年同期は11億２百万円の利益）となりました。また営業外収益として為替差益１億42百万

円を計上したことにより、経常利益は80百万円（前年同期比92.9％の減少）、親会社株主に帰属する四半期純利益

は29百万円（前年同期比97.1%の減少）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

＜ユニット事業＞

　売上高は、主に日本およびアジア拠点での半導体供給不足やサプライチェーンの混乱による顧客の生産調整の影

響により67億94百万円（前年同期比14.8％の減少）となりました。セグメント利益につきましては、売上減少影響

に加え原材料価格およびエネルギー価格の高騰により１億９百万円の損失（前年同期は８億12百万円の利益）とな

りました。

＜部品事業＞

　売上高は、主に日本および米国拠点での半導体供給不足による顧客の生産調整の影響により39億26百万円（前年

同期比8.4％の減少）となりました。セグメント利益につきましては、売上減少影響に加え原材料価格およびエネ

ルギー価格の高騰により１百万円の損失（前年同期は２億72百万円の利益）となりました。

＜その他＞

　セグメント利益につきましては、６百万円の利益（前年同期比62.7%の減少）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、主に棚卸資産と現金及び預金の増加により、前期末に比べ10億

87百万円増加し、440億28百万円となりました。

　負債につきましては、主に借入金の増加により、前期末に比べ３億93百万円増加し、246億36百万円となりまし

た。

　純資産につきましては、主に為替換算調整勘定の増加により、前期末に比べ６億93百万円増加し、193億91百万

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月期の連結業績予想につきましては、2022年５月13日の「2022年３月期 決算短信[日本基準]（連

結）」で公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に修正はありません。
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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 2,977,187 3,423,658

受取手形及び売掛金 9,709,575 9,801,527

製品 1,322,239 1,336,297

仕掛品 1,611,679 1,706,805

原材料及び貯蔵品 3,277,964 3,695,006

その他 2,371,730 2,003,828

貸倒引当金 △7,150 △6,559

流動資産合計 21,263,226 21,960,565

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,963,348 16,433,047

減価償却累計額及び減損損失累計額 △10,833,130 △11,025,193

建物及び構築物（純額） 5,130,218 5,407,853

機械装置及び運搬具 74,051,094 75,744,523

減価償却累計額及び減損損失累計額 △65,197,552 △66,844,326

機械装置及び運搬具（純額） 8,853,542 8,900,196

工具、器具及び備品 5,900,693 6,159,836

減価償却累計額 △5,471,983 △5,637,131

工具、器具及び備品（純額） 428,710 522,705

土地 2,334,930 2,352,684

リース資産 95,653 101,357

減価償却累計額 △53,659 △59,976

リース資産（純額） 41,993 41,380

建設仮勘定 914,039 774,878

有形固定資産合計 17,703,434 17,999,699

無形固定資産 843,838 982,888

投資その他の資産

投資有価証券 2,745,405 2,700,646

繰延税金資産 274,073 285,738

その他 110,743 98,574

投資その他の資産合計 3,130,222 3,084,959

固定資産合計 21,677,496 22,067,547

資産合計 42,940,722 44,028,113

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,868,569 5,899,923

短期借入金 3,334,081 3,444,032

未払金 1,747,264 1,747,115

未払費用 981,166 1,020,435

リース債務 18,523 23,875

未払法人税等 558,459 240,809

賞与引当金 730,291 1,057,060

役員賞与引当金 9,000 11,361

製品保証引当金 2,030,769 2,084,854

その他 716,163 560,566

流動負債合計 15,994,289 16,090,035

固定負債

長期借入金 3,638,824 3,940,705

リース債務 25,987 41,699

繰延税金負債 834,269 802,126

役員退職慰労引当金 96,105 96,105

資産除去債務 180,794 180,877

退職給付に係る負債 3,471,915 3,484,410

その他 1,065 976

固定負債合計 8,248,962 8,546,900

負債合計 24,243,252 24,636,936

純資産の部

株主資本

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 2,172,602 2,172,602

利益剰余金 11,773,289 11,719,284

自己株式 △692,664 △692,664

株主資本合計 16,753,227 16,699,222

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 971,995 942,501

為替換算調整勘定 930,438 1,705,875

退職給付に係る調整累計額 41,808 43,577

その他の包括利益累計額合計 1,944,243 2,691,954

純資産合計 18,697,470 19,391,176

負債純資産合計 42,940,722 44,028,113
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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 12,274,161 10,729,995

売上原価 9,864,619 9,400,924

売上総利益 2,409,541 1,329,070

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 253,450 229,764

人件費 613,260 650,905

減価償却費 61,085 72,072

賞与引当金繰入額 65,325 87,092

退職給付費用 15,136 14,844

その他 298,655 378,670

販売費及び一般管理費合計 1,306,913 1,433,349

営業利益又は営業損失（△） 1,102,627 △104,279

営業外収益

受取利息 545 787

受取配当金 28,067 50,298

受取賃貸料 2,415 2,798

為替差益 － 142,022

受取補償金 108,923 180

雇用調整助成金 676 －

その他 31,345 12,820

営業外収益合計 171,974 208,907

営業外費用

支払利息 28,484 18,315

外国源泉税 33,055 2,037

為替差損 81,407 －

その他 3,594 3,921

営業外費用合計 146,542 24,275

経常利益 1,128,059 80,352

特別利益

固定資産売却益 18,065 3,884

その他 － 39

特別利益合計 18,065 3,923

特別損失

固定資産除却損 3,449 13,538

特別損失合計 3,449 13,538

税金等調整前四半期純利益 1,142,675 70,738

法人税等合計 118,407 41,422

四半期純利益 1,024,268 29,315

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,024,268 29,315

（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 1,024,268 29,315

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 73,064 △29,493

為替換算調整勘定 △164,544 775,436

退職給付に係る調整額 △1,204 1,768

その他の包括利益合計 △92,683 747,711

四半期包括利益 931,585 777,026

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 931,585 777,026

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（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）

（税金費用の計算）

　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しております。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

ユニット

事業
部品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 7,976,979 4,285,529 12,262,509 11,651 12,274,161 － 12,274,161

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － 112,427 112,427 △112,427 －

計 7,976,979 4,285,529 12,262,509 124,078 12,386,588 △112,427 12,274,161

セグメント利益 812,302 272,766 1,085,069 16,469 1,101,538 1,089 1,102,627

（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

ユニット

事業
部品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 6,794,941 3,926,259 10,721,201 8,794 10,729,995 － 10,729,995

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － 102,465 102,465 △102,465 －

計 6,794,941 3,926,259 10,721,201 111,259 10,832,460 △102,465 10,729,995

セグメント利益又は損

失（△）
△109,814 △1,693 △111,507 6,149 △105,358 1,079 △104,279

（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）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業および工場附帯

サービス事業等を含んでおります。

　　　　　２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去およびセグメント間未実現利益消去であります。

　　　　　３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業および工場附帯

サービス事業等を含んでおります。

　　　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去およびセグメント間未実現利益消

去であります。

　　　　　３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

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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日本 北米 アジア 計 調整額
四半期連結
損益計算書

計上額

売上高

外部顧客への売上高 6,060,966 1,213,388 4,999,805 12,274,161 － 12,274,161

内部売上高 2,357,706 14,042 925,916 3,297,665 △3,297,665 －

計 8,418,672 1,227,431 5,925,722 15,571,826 △3,297,665 12,274,161

 営業利益又は営業損失（△） 626,432 △21,259 518,188 1,123,362 △20,734 1,102,627

日本 北米 アジア 計 調整額
四半期連結
損益計算書

計上額

売上高

外部顧客への売上高 5,205,575 1,572,776 3,951,643 10,729,995 － 10,729,995

内部売上高 2,290,693 16,896 797,682 3,105,272 △3,105,272 －

計 7,496,268 1,589,673 4,749,325 13,835,267 △3,105,272 10,729,995

営業利益又は営業損失（△） 48,628 △105,804 116,073 58,897 △163,176 △104,279

（関連情報）

所在地別情報

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）

（単位：千円）

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国々又は地域

(1) 北米…………アメリカ

(2) アジア………インドネシア、タイ

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）

（単位：千円）

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国々又は地域

(1) 北米…………アメリカ

(2) アジア………インドネシア、タイ
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