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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 4,591 △11.2 △140 － △159 － △116 －

2022年３月期第１四半期 5,172 43.3 170 － 175 － 139 －

（注）包括利益 2023年３月期第１四半期 241百万円 （△52.9％）2022年３月期第１四半期 512百万円 （－％）

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 △33.37 －

2022年３月期第１四半期 39.93 －

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 22,834 10,931 47.9

2022年３月期 23,044 10,776 46.8

（参考）自己資本 2023年３月期第１四半期 10,931百万円 2022年３月期 10,776百万円

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 － 25.00 － 25.00 50.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) 25.00 － 25.00 50.00

（％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 22,100 12.3 400 55.6 350 58.6 270 △12.2 77.15

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）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 3,502,859株 2022年３月期 3,502,859株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 3,187株 2022年３月期 3,187株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 3,499,672株 2022年３月期１Ｑ 3,499,831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  （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
(注)詳細は、四半期決算短信（添付資料）7ページ「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（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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

　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。

　なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「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経済情勢は、行動制限の緩和により個人消費に持ち直しの動きが見られたも

のの、新たな変異株による新型コロナウイルス感染の再拡大、中国の都市封鎖による供給網の停滞、ウクライナ情

勢の長期化による資源・エネルギー価格の高騰等、予断を許さない状況が続いております。

　当社グループが属する自動車業界におきましては、半導体供給不足や上海ロックダウンの影響による部品供給制

約等による減産、原材料価格や輸送費等の高騰が続き先行き不透明な状況にあります。

　当第１四半期連結累計期間（当社は2022年４月１日～2022年６月30日、海外子会社は2022年１月１日～2022年３

月31日）につきましては、自動車減産による受注減少に加え原材料価格や輸送費等の高騰の影響を受け、原価低

減、販売価格の見直し等に取組んだものの、売上高は4,591百万円（前年同四半期比11.2％減）、営業損失140百万

円（前年同四半期は営業利益170百万円）、経常損失159百万円（前年同四半期は経常利益175百万円）、親会社株

主に帰属する四半期純損失は116百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益139百万円）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。

①　自動車部品

　自動車減産や原材料費等の高騰の影響を受け、売上高は4,139百万円（前年同四半期比12.6％減）、セグメン

ト損失は164百万円（前年同四半期はセグメント利益138百万円）となりました。

②　住宅

　住宅設備資材を中心に需要堅調、売上高は447百万円（前年同四半期比2.9％増）、セグメント利益は24百万円

（前年同四半期比24.4%減）となりました。

③　その他

　売上高は3百万円（前年同四半期比77.3％増）、セグメント利益は0百万円（前年同四半期比342.2％増）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資産合計は22,834百万円（前連結会計年度末比210百万円減）となりまし

た。

　このうち流動資産は12,262百万円（前連結会計年度末比511百万円減）となりました。これは主に商品及び製品

が170百万円、原材料及び貯蔵品が136百万円それぞれ増加した一方、現金及び預金が469百万円、売掛金が345百万

円それぞれ減少したこと等によるものです。

　固定資産は10,571百万円（前連結会計年度末比301百万円増）となりました。これは主に建設仮勘定が132百万

円、機械装置及び運搬具が51百万円、繰延税金資産が50百万円それぞれ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合計は11,903百万円（前連結会計年度末比364百万円減）となりまし

た。

　このうち流動負債は8,688百万円（前連結会計年度末比229百万円減）となりました。これは主に支払手形及び買

掛金が238百万円減少したこと等によるものです。

　固定負債は3,214百万円（前連結会計年度末比134百万円減）となりました。これは主に長期借入金が72百万円、

リース債務が37百万円それぞれ減少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合計は10,931百万円（前連結会計年度末比154百万円増）となりま

した。これは主に利益剰余金が204百万円減少した一方、為替換算調整勘定が364百万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

　現時点における通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値を変更しており

ません。業績予想の修正を要する場合には、判明次第速やかにお知らせいたします。
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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 3,658,085 3,188,311

受取手形 210,768 201,839

電子記録債権 527,909 510,885

売掛金 4,788,304 4,443,292

有価証券 200,000 200,000

商品及び製品 1,899,009 2,069,299

原材料及び貯蔵品 1,259,217 1,395,846

その他 231,313 253,365

流動資産合計 12,774,608 12,262,839

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,619,675 2,672,456

機械装置及び運搬具（純額） 1,708,742 1,760,028

工具、器具及び備品（純額） 403,342 402,144

土地 2,328,992 2,350,769

リース資産（純額） 624,702 606,080

建設仮勘定 235,679 368,548

有形固定資産合計 7,921,134 8,160,027

無形固定資産 403,451 422,764

投資その他の資産

投資有価証券 821,963 811,359

繰延税金資産 613,816 664,453

保険積立金 111,305 113,464

その他 416,648 417,695

貸倒引当金 △18,152 △18,079

投資その他の資産合計 1,945,581 1,988,892

固定資産合計 10,270,167 10,571,683

資産合計 23,044,775 22,834,523

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 -



(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 4,104,051 3,865,766

短期借入金 2,289,640 2,346,760

１年内返済予定の長期借入金 1,484,755 1,505,742

リース債務 173,103 175,017

未払法人税等 61,774 15,984

賞与引当金 123,816 73,002

役員賞与引当金 476 －

その他 680,570 706,249

流動負債合計 8,918,188 8,688,522

固定負債

長期借入金 1,095,354 1,022,526

リース債務 341,593 303,691

退職給付に係る負債 1,794,165 1,767,353

長期未払金 76,545 76,545

その他 42,211 44,865

固定負債合計 3,349,870 3,214,982

負債合計 12,268,058 11,903,504

純資産の部

株主資本

資本金 2,167,399 2,167,399

資本剰余金 2,377,042 2,377,042

利益剰余金 5,298,887 5,094,608

自己株式 △3,589 △3,589

株主資本合計 9,839,738 9,635,459

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 118,063 108,234

為替換算調整勘定 865,537 1,229,646

退職給付に係る調整累計額 △46,622 △42,321

その他の包括利益累計額合計 936,978 1,295,559

純資産合計 10,776,717 10,931,019

負債純資産合計 23,044,775 22,834,523
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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 5,172,147 4,591,333

売上原価 4,311,925 4,010,962

売上総利益 860,222 580,370

販売費及び一般管理費 689,659 720,435

営業利益又は営業損失（△） 170,562 △140,064

営業外収益

受取利息 1,033 1,034

受取配当金 18,715 12,382

受取賃貸料 840 840

受取補償金 6,775 4,046

補助金収入 － 9,484

為替差益 5,448 －

その他 3,270 4,557

営業外収益合計 36,083 32,346

営業外費用

支払利息 13,512 13,690

支払手数料 16,530 7,692

為替差損 － 29,236

その他 888 1,110

営業外費用合計 30,931 51,729

経常利益又は経常損失（△） 175,714 △159,447

特別損失

固定資産除却損 635 －

特別損失合計 635 －

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（△）
175,078 △159,447

法人税等 35,342 △42,660

四半期純利益又は四半期純損失（△） 139,736 △116,787

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（△）
139,736 △116,787

（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（△） 139,736 △116,787

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 61,930 △9,828

為替換算調整勘定 306,804 364,109

退職給付に係る調整額 4,387 4,300

その他の包括利益合計 373,121 358,581

四半期包括利益 512,857 241,793

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 512,857 241,793

（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。

　また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した

上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。
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