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(百万円未満四捨五入)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９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２四半期 96,366 50.2 12,651 91.0 12,316 97.4 8,665 51.8

2022年３月期第２四半期 64,161 14.2 6,623 124.2 6,239 148.2 5,707 303.3
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 8,657百万円( 49.8％) 2022年３月期第２四半期 5,779百万円( 256.4％)
　

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２四半期 578.76 －

2022年３月期第２四半期 377.93 －

（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２四半期 209,334 69,344 33.1

2022年３月期 187,494 62,169 33.2
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 69,340百万円 2022年３月期 62,165百万円
　

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 － 40.00 － 80.00 120.00

2023年３月期 － 70.00

2023年３月期(予想) － 130.00 200.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　　

　

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、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 198,000 33.0 27,000 93.3 25,000 95.2 17,000 100.7 1,136.02
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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２Ｑ 15,497,333株 2022年３月期 15,497,333株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 540,493株 2022年３月期 412,899株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 14,972,289株 2022年３月期２Ｑ 15,100,427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

（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。

（決算補足説明会資料の入手方法について）
　当社は、2022年11月22日（火）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。決算説明会資料につ
いては、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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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２四半期連結期間におけるわが国経済は、世界的なインフレとそれに対する欧米の金融引き締め、中国のコロナ

ウィルス封じ込めのためのロックダウンなどの影響から、今後の景気後退懸念が高まる状況となりました。

ステンレス特殊鋼業界におきましては、生産用機械等の設備投資が引き続き底堅く、半導体等の電子部品や自動車等

の輸送機器は堅調に推移しました。一方で円安影響等により原料・資材・エネルギー・電力価格は引き続き上昇基調に

あり、慢性的なコストアップ要因となりました。

当社グループの戦略分野である高機能材につきましては、中国での太陽光発電向けの他、半導体製造設備向け需要が

引き続き堅調に推移しました。

当社グループではこのような外部環境に対応し、高機能材の更なる生産性向上に取り組んだ他、原料・資材価格や燃

料・電力価格の上昇に見合ったロールマージンの確保及び徹底したコストダウンを継続した結果、当連結累計期間の販

売数量につきましては前年同期比0.2%減（高機能材2.3%増、一般材1.2%減）となり、売上高は96,366百万円（前年同期

比32,204百万円増）となりました。また、利益面につきましては、営業利益12,651百万円（前年同期比6,028百万円

増）、経常利益12,316百万円（前年同期比6,077百万円増）、親会社株主に帰属する四半期純利益8,665百万円（前年同

期比2,959百万円増）となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　ステンレス特殊鋼業界につきましては、一般材や家電製品向けシーズヒーター及びバイメタルなどで在庫調整が見受

けられる一方で、太陽光発電向けや水電解装置をはじめとした環境分野での高機能材については、当面堅調な需要の動

向が見込まれております。

　このような事業環境下のもと、これまで実施してきたコスト上昇に対する受注価格改定の成果が第３四半期以降の収

益改善として顕在化することとなりました。

当社グループとしましては、「中期経営計画2020」の最終年度において諸施策を実施の上、収益性の高い高機能材事

業基盤をより一層強固なものとし、安定供給とコストダウンを着実に推進しつつ収益確保に努めてまいります。

　以上の情勢認識を踏まえ、2022年８月５日に公表いたしました2023年３月期連結業績予想を以下のように修正いたし

ます。

2023年3月期 連結業績予想

（単位：百万円）

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

2023年３月期通期連結業績予想 198,000 27,000 25,000 17,000

なお、本業績予想において、為替レートは145円／米ドルを前提としております。

また、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の実績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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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

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,646 7,710

受取手形及び売掛金 26,996 32,176

商品及び製品 10,244 15,529

仕掛品 23,232 30,317

原材料及び貯蔵品 16,173 18,807

その他 2,701 3,020

貸倒引当金 △219 △196

流動資産合計 91,773 107,362

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,889 14,716

機械装置及び運搬具（純額） 32,552 35,487

土地 36,404 36,423

その他（純額） 4,449 7,848

有形固定資産合計 88,295 94,475

無形固定資産 2,308 2,676

投資その他の資産

投資有価証券 4,096 3,931

その他 969 845

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 5,051 4,762

固定資産合計 95,654 101,912

繰延資産

社債発行費 67 60

繰延資産合計 67 60

資産合計 187,494 209,334
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 23,917 26,002

設備関係支払手形 2,847 799

短期借入金 34,367 40,900

1年内返済予定の長期借入金 5,152 6,750

賞与引当金 1,522 1,536

事業整理損失引当金 1 1

その他 7,606 11,633

流動負債合計 75,413 87,621

固定負債

社債 13,000 13,000

長期借入金 21,902 22,143

退職給付に係る負債 10,478 10,510

環境対策引当金 66 42

金属鉱業等鉱害防止引当金 5 5

事業整理損失引当金 21 21

その他 4,439 6,648

固定負債合計 49,911 52,369

負債合計 125,324 139,990

純資産の部

株主資本

資本金 24,301 24,301

資本剰余金 9,542 9,542

利益剰余金 26,093 33,550

自己株式 △950 △1,225

株主資本合計 58,985 66,168

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,387 1,228

繰延ヘッジ損益 27 58

土地再評価差額金 1,580 1,580

為替換算調整勘定 186 306

その他の包括利益累計額合計 3,179 3,171

非支配株主持分 5 5

純資産合計 62,169 69,344

負債純資産合計 187,494 209,334
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（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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 64,161 96,366

売上原価 51,846 77,726

売上総利益 12,316 18,640

販売費及び一般管理費 5,693 5,988

営業利益 6,623 12,651

営業外収益

受取配当金 62 72

固定資産賃貸料 42 47

為替差益 16 162

その他 66 76

営業外収益合計 186 357

営業外費用

支払利息 241 309

その他 328 383

営業外費用合計 569 693

経常利益 6,239 12,316

特別利益

固定資産売却益 5 2

関係会社清算益 － 26

特別利益合計 5 28

税金等調整前四半期純利益 6,245 12,344

法人税等 538 3,678

四半期純利益 5,707 8,665

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,707 8,665
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 5,707 8,665

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 135 △159

繰延ヘッジ損益 1 31

為替換算調整勘定 △64 120

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △0

その他の包括利益合計 73 △8

四半期包括利益 5,779 8,657

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,779 8,657

非支配株主に係る四半期包括利益 0 0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 6,245 12,344

減価償却費 1,972 2,333

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △8 31

受取利息及び受取配当金 △62 △73

支払利息 241 309

売上債権の増減額（△は増加） △2,881 △5,180

棚卸資産の増減額（△は増加） △7,250 △15,004

仕入債務の増減額（△は減少） 3,659 2,082

その他 △604 45

小計 1,312 △3,113

利息及び配当金の受取額 62 73

利息の支払額 △234 △305

法人税等の支払額 △132 △1,857

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,008 △5,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △8,450 △6,425

その他 18 33

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,432 △6,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,206 6,492

長期借入れによる収入 1,251 5,169

長期借入金の返済による支出 △2,717 △3,330

その他 △1,069 △1,748

財務活動によるキャッシュ・フロー 671 6,583

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43 78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,796 △4,934

現金及び現金同等物の期首残高 13,828 12,545

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,032 7,611
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（４）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。

　


