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(百万円未満切捨て)

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 23,996 13.7 5,581 9.2 6,033 15.5 3,919 13.7

2022年３月期第２四半期 21,098 9.9 5,111 21.6 5,222 25.1 3,448 28.3
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 5,192百万円( 24.4％) 2022年３月期第２四半期 4,173百万円(46.5％)

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３月期第２四半期 64.45 ―

2022年３月期第２四半期 56.72 ―
　

　

（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 72,454 55,990 72.0

2022年３月期 69,517 52,459 70.6
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 52,170百万円 2022年３月期 49,099百万円
　

　

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 ― 20.00 ― 25.00 45.00

2023年３月期 ― 22.50

2023年３月期(予想) ― 22.50 45.00

(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、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 48,200 10.0 11,200 9.2 11,400 7.8 7,444 7.7 122.36
(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 ： 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 ： 有

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
　

（注）詳細は【添付資料】P.９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記 （４）四半期連結財務諸表に関する注記事
項(会計方針の変更)」をご覧ください。

（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 63,200,000株 2022年３月期 63,200,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 2,352,845株 2022年３月期 2,381,222株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 60,825,446株 2022年３月期２Ｑ 60,800,315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、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。業績予想
のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P.３「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。
　当社は、2022年11月9日に証券アナリスト及び機関投資家向けの四半期決算説明会を開催する予定です。この説
明会で配布する四半期決算補足説明資料については、開催後速やかに当社ホームページ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２四半期連結累計期間(2022年４月１日から2022年９月30日まで、以下「当第２四半期」という)の当社グル

ープを取り巻く事業環境は、急激な円安、エネルギーコストや原材料価格の高騰、半導体をはじめとする部材需給

の逼迫に加え、中国のゼロコロナ政策による経済活動の停滞や、ウクライナ情勢の長期化など、先行き不透明な状

況が継続しており、コスト面では厳しさが増しているものの、半導体・ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）分

野を中心に、好調な受注状況が継続いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、コロナウイルス感染対策を徹底し工場の操業を継続することに最大限

注力しつつ、持続的成長に向けて、中長期を見据えた新技術開発と一層のコスト削減、生産効率の向上に取り組ん

でまいりました。

この結果、当第２四半期における当社グループの連結業績は、売上高は前年同期比28億98百万円(13.7％)増の

239億96百万円となりました。

利益につきましては、労務費や電力費等の上昇の影響がありましたが、コスト削減に努めるとともに、受注価格

の見直しも進め、営業利益は同４億69百万円(9.2％)増の55億81百万円となりました。さらに、円安による為替差

益の発生もあり、経常利益は同８億10百万円(15.5％)増の60億33百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同

４億71百万円(13.7％)増の39億19百万円となりました。

また、セグメント別の業績は次のとおりであります。

[溶射加工(単体)]

前年同期比21.8％の増収となった半導体・ＦＰＤ分野をはじめ、全体的にほぼ予想どおりの売上水準で推移し、

当セグメントの売上高は前年同期比22億05百万円(13.8％)増の182億05百万円、セグメント利益(経常利益)は同４

億85百万円(12.2％)増の44億63百万円となりました。

[国内子会社]

国内子会社(日本コーティングセンター株式会社)は、中国上海でのロックダウンによる部品供給不足は解消さ

れつつあるものの、国内での自動車メーカーの生産停滞が続いており、主力の切削工具関係の受注が低調で、当

セグメントの売上高は前年同期比９百万円(0.8％)減の11億97百万円、セグメント利益(経常利益)は同70百万円

(28.7％)減の１億75百万円となりました。

[海外子会社]

中国のゼロコロナ政策によるロックダウンの影響は軽微で、半導体・ＦＰＤ関連、鉄鋼関連の受注がともに好

調であったため、当セグメントの売上高は前年同期比５億24百万円(20.0％)増の31億40百万円、セグメント利益

(経常利益)は同１億95百万円(28.4％)増の８億85百万円となりました。

[その他表面処理加工]

その他表面処理加工については、総じて受注が堅調に推移し、売上高の合計は前年同期比１億71百万円(14.4

％)増の13億67百万円、セグメント利益(経常利益)の合計は同19百万円(8.7％)増の２億44百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は724億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億36百万円増

加いたしました。これは主に、流動資産のうち、現金及び預金が９億64百万円、有価証券が10億円、原材料及び貯

蔵品が４億08百万円増加したことなどによるものであります。

また、当第２四半期連結会計期間末における負債は164億63百万円と前連結会計年度末比５億94百万円減少いた

しました。これは長期借入金の返済が進んだことなどによるものであります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産は559億90百万円と前連結会計年度末比35億31百万円増加いたしま

した。これは主に利益剰余金や為替換算調整勘定の増加によるものであります。この結果、当第２四半期連結会計

期間末の自己資本比率は72.0％(前連結会計年度末比1.4ポイントの上昇)となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期業績予想につきましては、2022年７月29日発表の連結業績予想に変更はありません。今後の情報収集等によ

り、見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。
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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 17,110 18,075

受取手形及び売掛金 12,176 12,524

有価証券 3,000 4,000

仕掛品 1,474 1,698

原材料及び貯蔵品 2,057 2,466

その他 550 745

貸倒引当金 △4 △16

流動資産合計 36,365 39,492

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,866 14,562

機械装置及び運搬具（純額） 3,815 3,639

土地 10,189 10,393

その他（純額） 1,870 1,962

有形固定資産合計 30,740 30,557

無形固定資産 231 231

投資その他の資産 2,180 2,173

固定資産合計 33,152 32,962

資産合計 69,517 72,454
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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 1,397 1,441

電子記録債務 4,721 4,587

1年内返済予定の長期借入金 1,447 1,447

未払法人税等 1,816 1,922

賞与引当金 1,366 1,354

その他 2,586 2,672

流動負債合計 13,334 13,425

固定負債

長期借入金 2,802 2,078

退職給付に係る負債 853 886

その他 66 72

固定負債合計 3,723 3,037

負債合計 17,058 16,463

純資産の部

株主資本

資本金 2,658 2,658

資本剰余金 2,317 2,345

利益剰余金 44,166 46,566

自己株式 △766 △757

株主資本合計 48,377 50,812

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △6 △6

為替換算調整勘定 798 1,426

退職給付に係る調整累計額 △69 △61

その他の包括利益累計額合計 722 1,357

非支配株主持分 3,360 3,820

純資産合計 52,459 55,990

負債純資産合計 69,517 72,454
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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 21,098 23,996

売上原価 12,880 15,065

売上総利益 8,218 8,931

販売費及び一般管理費 3,106 3,349

営業利益 5,111 5,581

営業外収益

受取利息及び配当金 6 11

為替差益 79 416

その他 40 39

営業外収益合計 126 467

営業外費用

支払利息 4 3

支払手数料 4 4

支払補償費 5 7

その他 0 0

営業外費用合計 15 15

経常利益 5,222 6,033

特別利益

固定資産売却益 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失

固定資産除売却損 1 1

特別損失合計 1 1

税金等調整前四半期純利益 5,222 6,032

法人税等 1,577 1,849

四半期純利益 3,645 4,182

非支配株主に帰属する四半期純利益 196 262

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,448 3,919
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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 3,645 4,182

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1 △0

為替換算調整勘定 525 1,002

退職給付に係る調整額 3 8

その他の包括利益合計 528 1,010

四半期包括利益 4,173 5,192

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,767 4,555

非支配株主に係る四半期包括利益 406 636
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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 5,222 6,032

減価償却費 1,283 1,417

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 11

賞与引当金の増減額（△は減少） △129 △25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 23 32

受取利息及び受取配当金 △6 △11

支払利息 4 3

固定資産除売却損益（△は益） 0 1

売上債権の増減額（△は増加） △18 △196

棚卸資産の増減額（△は増加） △235 △539

仕入債務の増減額（△は減少） 122 232

未払費用の増減額（△は減少） △119 △209

その他 248 △9

小計 6,394 6,739

利息及び配当金の受取額 3 6

利息の支払額 △4 △3

法人税等の支払額 △1,686 △1,737

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,706 5,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △288 △301

定期預金の払戻による収入 324 439

有価証券の取得による支出 - △500

有形固定資産の取得による支出 △1,831 △939

有形固定資産の売却による収入 1 0

無形固定資産の取得による支出 △18 △48

その他 △7 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,820 △1,353

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） △16 -

長期借入金の返済による支出 △942 △723

配当金の支払額 △1,367 △1,519

非支配株主への配当金の支払額 △154 △176

その他 △12 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,494 △2,430

現金及び現金同等物に係る換算差額 110 287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 502 1,508

現金及び現金同等物の期首残高 18,672 19,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,174 20,650
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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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－

２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適

用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。
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３．その他

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日

至 2021年９月30日) 至 2022年９月30日)

生産高(百万円) 生産高(百万円) 金額(百万円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

9,938 12,100 2,162 ＋21.8

産業機械用部品への加工 1,757 1,739 △ 17 △1.0

鉄鋼用設備部品への加工 1,623 1,775 151 ＋9.4

その他の溶射加工 2,680 2,588 △ 91 △3.4

溶射加工(単体) 計 16,000 18,205 2,205 ＋13.8

その他表面処理加工 1,195 1,367 171 ＋14.4

国内子会社 1,206 1,197 △ 9 △0.8

海外子会社 2,615 3,140 524 ＋20.0

合 計 21,017 23,909 2,892 ＋13.8

(注) 上記の金額は、販売価格によっております。

② 受注状況

(受注高)

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日

至 2021年９月30日) 至 2022年９月30日)

受注高(百万円) 受注高(百万円) 金額(百万円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

9,872 12,090 2,218 ＋22.5

産業機械用部品への加工 1,794 1,865 71 ＋4.0

鉄鋼用設備部品への加工 1,741 2,016 275 ＋15.8

その他の溶射加工 2,770 2,805 35 ＋1.3

溶射加工(単体) 計 16,178 18,779 2,600 ＋16.1

その他表面処理加工 1,300 1,351 51 ＋4.0

国内子会社 1,195 1,206 11 ＋0.9

海外子会社 2,802 3,707 905 ＋32.3

合 計 21,476 25,045 3,568 ＋16.6

(注) 上記の金額は、販売価格によっております。
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(受注残高)

セグメントの名称

前第２四半期

連結会計期間末

当第２四半期

連結会計期間末 前年同四半期比

(2021年９月30日) (2022年９月30日)

受注残高(百万円) 受注残高(百万円) 金額(百万円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

3,188 4,461 1,272 ＋39.9

産業機械用部品への加工 351 476 125 ＋35.8

鉄鋼用設備部品への加工 808 837 28 ＋3.5

その他の溶射加工 666 803 137 ＋20.6

溶射加工(単体) 計 5,015 6,578 1,563 ＋31.2

その他表面処理加工 310 370 60 ＋19.4

国内子会社 49 56 7 ＋14.2

海外子会社 1,228 2,025 797 ＋65.0

合 計 6,602 9,031 2,429 ＋36.8

(注) 上記の金額は、販売価格によっております。

③ 販売実績

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日

至 2021年９月30日) 至 2022年９月30日)

販売高(百万円) 販売高(百万円) 金額(百万円)
増減率
(％)

溶射加工(単体)

半導体・ＦＰＤ製造装置
用部品への加工

9,938 12,100 2,162 ＋21.8

産業機械用部品への加工 1,757 1,739 △ 17 △1.0

鉄鋼用設備部品への加工 1,623 1,775 151 ＋9.4

その他の溶射加工 2,680 2,588 △ 91 △3.4

溶射加工(単体) 計 16,000 18,205 2,205 ＋13.8

その他表面処理加工 1,195 1,367 171 ＋14.4

国内子会社 1,206 1,197 △ 9 △0.8

海外子会社 2,615 3,140 524 ＋20.0

受取ロイヤリティー等 80 86 6 ＋7.7

合 計 21,098 23,996 2,898 ＋13.7

　

以 上

　


