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1. 2023年4月期第1四半期の連結業績（2022年5月1日～2022年7月31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4月期第1四半期 3,204 17.3 337 △28.3 379 △18.8 225 △32.1

2022年4月期第1四半期 2,732 66.0 470 ― 467 538.6 331 380.7

（注）包括利益 2023年4月期第1四半期　　334百万円 （29.2％） 2022年4月期第1四半期　　258百万円 （301.5％）

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4月期第1四半期 165.83 ―

2022年4月期第1四半期 244.05 ―

(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4月期第1四半期 16,074 13,533 84.2

2022年4月期 16,362 13,334 81.5

（参考）自己資本 2023年4月期第1四半期 13,533百万円 2022年4月期 13,334百万円

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4月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00

2023年4月期 ―

2023年4月期（予想） 0.00 ― 80.00 80.00

（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 4月期の連結業績予想（2022年 5月 1日～2023年 4月30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) 6,000 11.0 600 △19.1 700 △6.6 500 △3.5 368.26

通期 11,500 △1.4 1,000 △33.4 1,200 △22.5 850 △21.5 626.05

（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4月期1Q 1,360,000 株 2022年4月期 1,360,000 株

② 期末自己株式数 2023年4月期1Q 2,297 株 2022年4月期 2,297 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年4月期1Q 1,357,703 株 2022年4月期1Q 1,357,703 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場合があります。
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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におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が徐々に緩和され

ましたが、長期化するロシア・ウクライナ情勢に伴う原材料・エネルギー価格の世界的な高騰に加え、急激な円安

進行による原材料価格の更なる高騰などにより、予断を許さない状況で推移いたしました。

　主要取引先である建設機械業界におきましては、前期に引き続き需要が堅調に推移いたしました。このような環

境下、当社グループは引き続き感染症対策に努めながら、保有している生産能力を 大限に活用し、製品需要に対

応してまいりました。

　その結果、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営成績は、下記のとおりとなりました。

　当第１四半期連結累計期間は、売上高32億４百万円（前年同期比17.3％増、４億71百万円増）、経常利益３億79

百万円（前年同期比18.8％減、87百万円減）、親会社株主に帰属する四半期純利益２億25百万円（前年同期比

32.1％減、１億６百万円減）となりました。

　主要な事業部門別の概況は以下のとおりであります。なお、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会

社）は単一セグメントであるため、セグメントごとに記載しておらず、事業部門別に区分して記載しております。

「建設機械部門」

　建設機械部門の売上高は、30億39百万円（前年同期比18.4％増、４億71百万円増）となりました。

「自動車関連部門」

　自動車関連部門の売上高は、34百万円（前年同期比3.3％減、１百万円減）となりました。

「産業機械部門」

　産業機械部門の売上高は、29百万円（前年同期比20.3％減、７百万円減）となりました。

「その他部門」

　その他部門の売上高は、１億円（前年同期比9.9％増、９百万円増）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の総資産は、前連結会計年度末と比べ２億87百万円減少し、160億74百万円となり

ました。これは主に、機械装置及び運搬具が２億１百万円増加したものの、現金及び預金が２億80百万円、有形固

定資産その他が１億86百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ４億86百万円減少し、25億41百万円となりまし

た。これは主に、未払法人税等が３億19百万円、賞与引当金が１億12百万円、流動負債その他が55百万円それぞれ

減少したこと等によるものであります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ１億98百万円増加し、135億33百万円となり

ました。これは主に、利益剰余金が89百万円、為替換算調整勘定が69百万円、その他有価証券評価差額金が39百万

円増加したこと等によるものであります。

（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６月10日の「2022年４月期 決算短信」で公表いたしました第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４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,371,740 5,091,618

受取手形及び売掛金 2,670,129 2,671,349

電子記録債権 1,005,715 1,001,231

有価証券 1,700,000 1,700,000

商品及び製品 485,903 423,992

仕掛品 217,205 263,934

原材料及び貯蔵品 177,144 203,709

その他 16,529 19,259

流動資産合計 11,644,369 11,375,094

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 871,089 864,848

機械装置及び運搬具（純額） 954,941 1,156,033

その他（純額） 710,900 524,050

有形固定資産合計 2,536,931 2,544,932

無形固定資産 8,899 7,895

投資その他の資産

投資有価証券 1,729,141 1,698,779

関係会社株式 251,641 253,699

その他 191,424 194,245

投資その他の資産合計 2,172,207 2,146,724

固定資産合計 4,718,037 4,699,552

資産合計 16,362,407 16,074,647

負債の部

流動負債

買掛金 850,722 827,932

１年内返済予定の長期借入金 126,000 102,000

未払法人税等 413,488 93,693

賞与引当金 230,170 117,402

その他 708,962 653,161

流動負債合計 2,329,342 1,794,190

固定負債

長期借入金 104,500 79,000

役員退職慰労引当金 278,107 283,807

退職給付に係る負債 255,209 263,098

その他 60,958 121,488

固定負債合計 698,775 747,394

負債合計 3,028,117 2,541,584

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４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 592,000 592,000

資本剰余金 464,241 464,241

利益剰余金 11,027,868 11,117,255

自己株式 △9,421 △9,421

株主資本合計 12,074,688 12,164,074

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 589,820 629,608

為替換算調整勘定 669,779 739,379

その他の包括利益累計額合計 1,259,600 1,368,987

純資産合計 13,334,289 13,533,062

負債純資産合計 16,362,407 16,074,647
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年５月１日
　至　2021年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年５月１日

　至　2022年７月31日)

売上高 2,732,607 3,204,219

売上原価 1,960,630 2,506,299

売上総利益 771,977 697,919

販売費及び一般管理費 301,019 360,067

営業利益 470,957 337,851

営業外収益

受取利息 1,943 8,052

受取配当金 17,027 25,584

持分法による投資利益 1,403 2,058

その他 5,175 7,035

営業外収益合計 25,549 42,730

営業外費用

支払利息 256 124

為替差損 3,328 1,080

投資有価証券評価損 25,776 －

営業外費用合計 29,362 1,204

経常利益 467,145 379,378

特別損失

減損損失 － 18,975

特別損失合計 － 18,975

税金等調整前四半期純利益 467,145 360,402

法人税、住民税及び事業税 107,826 88,708

法人税等調整額 27,961 46,537

法人税等合計 135,788 135,246

四半期純利益 331,357 225,156

親会社株主に帰属する四半期純利益 331,357 225,156

（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５月１日
　至　2021年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年５月１日

　至　2022年７月31日)

四半期純利益 331,357 225,156

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △89,837 39,787

為替換算調整勘定 17,341 69,599

その他の包括利益合計 △72,495 109,387

四半期包括利益 258,862 334,543

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 258,862 334,543

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。

（重要な後発事象）

連結子会社の解散および清算

　当社は、2022年８月23日開催の取締役会において、当社の連結子会社である共和機械（山東）有限公司を解散およ

び清算することを決議いたしました。

１．解散及び清算の理由

　当該連結子会社は、中国において建設機械用ボルト等の販売を行っておりましたが、当社グループ全体として、総

合的な事業の合理性を勘案のうえ、経営資源の集中と経営の効率化について検討した結果、現地法人を解散および清

算することといたしました。

２．当該連結子会社の概要

（1）名称　　　　　　　共和機械（山東）有限公司

（2）所在地　　　　　　中華人民共和国山東省済寧高新区瑞園路９号

（3）代表者　　　　　　董事長　山口徹

（4）事業の内容　　　　建設機械用ボルト、産業用ボルト及び関連部品の製造、販売

（5）資本金　　　　　　16,500千米ドル

（6）株主及び持株比率　株式会社共和工業所　100％

３．清算の時期

　現地での製造活動が終了した後、現地の法律に従い必要な手続きが完了次第、清算結了となる予定であります。

４．連結子会社の状況

　共和機械（山東）有限公司の2022年6月末の財政状態は以下のとおりであります。

資産総額　　　1,380,071千円

負債総額　　　　168,732千円

純資産総額　　1,211,339千円

５．当該解散および清算による損益への影響

　当該連結子会社の解散および清算が、当社グループの損益に及ぼす影響については、現在算定中です。

６．当該解散および清算による営業活動等への影響

　当該子会社の解散および清算により中国での製造活動は終了しますが、当社からの販売により中国市場への商品供

給は継続するため、営業活動等への影響は限定的であると見込んでおります。
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