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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 16,582 △1.2 976 △30.1 1,127 △25.9 794 △21.8

2022年３月期第２四半期 16,788 36.5 1,397 214.5 1,522 195.7 1,015 225.1
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 3,584百万円( 76.5％) 2022年３月期第２四半期 2,031百万円( －％)
　

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２四半期 58.64 －

2022年３月期第２四半期 71.68 －
　

　

（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 44,145 36,196 81.0

2022年３月期 43,352 33,448 76.3
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 35,759百万円 2022年３月期 33,060百万円
　
　　

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 － 26.00 － 31.00 57.00

2023年３月期 － 28.00

2023年３月期(予想) － 29.00 57.00

(注)１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注)２．2022年３月期期末配当金の内訳 普通配当26円00銭 70周年記念配当５円00銭

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 34,500 6.0 2,500 10.0 2,700 6.4 1,900 6.1 141.12
(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)
　

（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 14,178,960株 2022年３月期 14,178,960株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 715,342株 2022年３月期 412,473株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 13,549,132株 2022年３月期２Ｑ 14,167,391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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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当たっての注意事項等については、添付資
料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）
　四半期決算補足説明資料は、11月10日に当社ホームページに掲載いたします。
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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２四半期連結累計期間の世界経済は、持ち直しの動きも見られたものの、前期から続く半導体及びその他部

品の供給不足や上海ロックダウンの影響に加え、ウクライナをめぐる国際情勢の悪化等により、原材料費、資源・

エネルギー価格の値上がりや海上輸送費の高騰も収束には時間を要する見込みで、依然として不安定な情勢が続い

ております。

当社グループの事業分野であります自動車業界におきましては、半導体及びその他部品の供給不足を主因とした

生産調整や生産停止が継続しており、日系自動車メーカーのグローバル生産台数は、前年を下回る実績となりまし

た。

このような状況下、当社グループでは事業基盤の強化と経費削減等による経営効率化に取り組んでまいりました

が、連結売上高は海外での円安に伴う為替換算によるプラス影響があったものの、国内での半導体及びその他部品

の供給不足等による自動車メーカー各社の生産調整の影響が大きく、前年同期比減収となりました。連結営業利益

についても、国内での売上減少、原材料価格の値上がりや高値圏にある海上輸送費等の影響が大きく、前年同期比

減益となりました。

当第２四半期連結累計期間の売上高は16,582百万円(前年同期比1.2％減)、営業利益は976百万円(同30.1％減)、

経常利益は1,127百万円(同25.9％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は794百万円(同21.8％減)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。(セグメント売上高は、外部顧客に対するものであり、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。)

〔日本〕

半導体不足と東南アジア及び中国からの部品供給の停滞等による乗用車メーカーの生産調整と、主要得意先で

ある商用車メーカーの減産の影響が大きく、売上高は8,549百万円（前年同期比5.9％減）となりました。セグメ

ント利益は、売上の減少と原材料価格の値上がりの影響が継続し、341百万円（前年同期比53.7％減）となりま

した。

〔米州〕

世界的な半導体の供給不足が主要得意先メーカーの生産に影響を与えてはいるものの、新規受注品の寄与や円

安に伴う為替換算の影響により、売上高は3,602百万円（前年同期比5.5％増）となりました。セグメント利益

は、販売管理費の増加により、106百万円（前年同期比35.4％減）となりました。

〔中国〕

世界的な半導体の供給不足と上海ロックダウンによる主要得意先メーカーの生産調整の影響が大きく、売上高

は2,352百万円（前年同期比7.4％減）となりました。セグメント利益は、売上減少の影響により、238百万円

（前年同期比36.9％減）となりました。

〔アセアン〕

主要得意先の生産回復と新規受注品の寄与により、売上高は1,462百万円（前年同期比16.4％増）となりまし

た。セグメント利益は、売上の増加により、234百万円（前年同期比2.1％増）となりました。

〔欧州〕

世界的な半導体の供給不足が主要得意先メーカーの生産に影響を与えてはいるものの、新規受注品の寄与や円

安に伴う為替換算の影響により、売上高は616百万円（前年同期比24.3％増）となりました。セグメント利益は、

主要得意先との取引条件の改善により、112百万円（前年同期はセグメント損失51百万円）となりました。

〔台湾〕

台灣大橋精密股份有限公司は、グループ間取引のみのため、外部顧客への売上高はありません。

グループ会社向けの輸出は減少しましたが、セグメント利益は、輸出条件の見直し等により16百万円（前年同

期はセグメント損失６百万円）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

2023年３月期の連結業績予想につきましては、2022年５月12日の「2022年３月期決算短信」で公表いたしました連

結業績予想から変更はありません。
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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：千円)

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 20,209,010 19,316,544

受取手形、売掛金及び契約資産 6,514,852 6,988,886

商品及び製品 5,874,528 6,408,655

仕掛品 585,706 674,766

原材料及び貯蔵品 789,212 1,026,858

その他 634,632 425,410

貸倒引当金 △6,986 △9,405

流動資産合計 34,600,956 34,831,717

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,114,731 5,549,510

減価償却累計額 △2,638,692 △2,996,206

建物及び構築物（純額） 2,476,039 2,553,303

機械装置及び運搬具 8,677,350 9,733,253

減価償却累計額 △7,198,719 △8,111,433

機械装置及び運搬具（純額） 1,478,630 1,621,819

工具、器具及び備品 3,706,101 3,833,655

減価償却累計額 △3,338,823 △3,469,841

工具、器具及び備品（純額） 367,278 363,814

土地 1,392,174 1,449,811

建設仮勘定 375,833 644,734

有形固定資産合計 6,089,955 6,633,483

無形固定資産

ソフトウエア 127,986 107,097

その他 53,244 58,577

無形固定資産合計 181,231 165,674

投資その他の資産

投資有価証券 1,712,029 1,720,406

繰延税金資産 280,483 304,612

その他 489,434 491,637

貸倒引当金 △1,600 △2,000

投資その他の資産合計 2,480,347 2,514,655

固定資産合計 8,751,534 9,313,814

資産合計 43,352,490 44,145,531
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(単位：千円)

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 2,864,862 3,003,641

電子記録債務 4,805,599 2,686,503

未払法人税等 387,358 275,396

賞与引当金 180,878 187,750

役員賞与引当金 44,100 29,200

その他 864,813 988,329

流動負債合計 9,147,612 7,170,820

固定負債

繰延税金負債 621 －

退職給付に係る負債 615,864 613,959

その他 139,824 164,157

固定負債合計 756,311 778,117

負債合計 9,903,923 7,948,938

純資産の部

株主資本

資本金 1,825,671 1,825,671

資本剰余金 1,611,240 1,611,240

利益剰余金 28,398,043 28,765,322

自己株式 △567,932 △959,023

株主資本合計 31,267,022 31,243,210

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 293,984 287,437

為替換算調整勘定 1,464,438 4,196,247

退職給付に係る調整累計額 34,981 32,945

その他の包括利益累計額合計 1,793,404 4,516,630

非支配株主持分 388,139 436,753

純資産合計 33,448,566 36,196,593

負債純資産合計 43,352,490 44,145,531
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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：千円)
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 16,788,102 16,582,892

売上原価 12,730,038 12,749,438

売上総利益 4,058,063 3,833,454

販売費及び一般管理費 2,660,491 2,856,636

営業利益 1,397,571 976,817

営業外収益

受取利息 16,686 16,392

受取配当金 16,029 17,817

持分法による投資利益 28,220 10,216

為替差益 － 30,348

作業くず売却益 31,811 37,250

補助金収入 56,550 34,754

その他 10,119 13,172

営業外収益合計 159,418 159,954

営業外費用

支払利息 3,749 5,542

為替差損 4,977 －

開業費 25,041 －

その他 376 3,366

営業外費用合計 34,144 8,908

経常利益 1,522,845 1,127,863

特別利益

固定資産売却益 1,594 318

特別利益合計 1,594 318

特別損失

固定資産除却損 1,490 742

減損損失 51,692 －

特別損失合計 53,182 742

税金等調整前四半期純利益 1,471,257 1,127,440

法人税、住民税及び事業税 503,799 341,960

法人税等調整額 △61,881 △20,548

法人税等合計 441,918 321,412

四半期純利益 1,029,338 806,028

非支配株主に帰属する四半期純利益 13,758 11,526

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,015,580 794,501
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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：千円)
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 1,029,338 806,028

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 53,171 △6,775

為替換算調整勘定 951,352 2,787,285

退職給付に係る調整額 △3,024 △2,036

持分法適用会社に対する持分相当額 623 229

その他の包括利益合計 1,002,123 2,778,702

四半期包括利益 2,031,462 3,584,730

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,996,917 3,517,727

非支配株主に係る四半期包括利益 34,544 67,003
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
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 1,471,257 1,127,440

減価償却費 415,447 417,615

減損損失 51,692 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,123 2,716

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,100 △14,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） △506 1,987

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △6,689 △11,623

受取利息及び受取配当金 △32,716 △34,210

補助金収入 △56,550 △34,754

支払利息 3,749 5,542

持分法による投資損益（△は益） △28,220 △10,216

固定資産売却損益（△は益） △1,594 △318

固定資産除却損 1,490 742

売上債権の増減額（△は増加） 677,790 △143,525

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,149,907 △30,805

仕入債務の増減額（△は減少） △208,866 △2,282,152

その他 248,542 261,790

小計 1,409,941 △744,673

利息及び配当金の受取額 32,715 33,774

利息の支払額 △3,749 △5,542

補助金の受取額 78,482 34,754

法人税等の支払額 △375,585 △433,307

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,141,805 △1,114,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △656,464 △406,950

有形固定資産の売却による収入 8,455 385

無形固定資産の取得による支出 △17,208 △1,754

投資有価証券の取得による支出 △4,842 △5,178

貸付けによる支出 △3,254 △940

貸付金の回収による収入 1,797 1,149

投資活動によるキャッシュ・フロー △671,518 △413,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △45,004 △48,343

自己株式の取得による支出 △95,252 △390,630

配当金の支払額 △455,646 △427,223

非支配株主への配当金の支払額 △17,878 △18,390

財務活動によるキャッシュ・フロー △613,781 △884,587

現金及び現金同等物に係る換算差額 597,269 1,520,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 453,774 △892,466

現金及び現金同等物の期首残高 21,361,928 20,209,010

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,815,702 19,316,544
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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）

当社は、2021年11月10日開催の取締役会決議に基づき、自己株式302,500株の取得を行っております。この結

果、当第２四半期連結累計期間において、自己株式が391,090千円増加し、当第２四半期連結会計期間末におい

て自己株式が959,023千円となっております。

（追加情報）

(会計上の見積りに対する新型コロナウイルス感染症の影響について)

当第２四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書の「第５ 経理の状況 注記事項

（重要な会計上の見積り）」に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する仮定につ

いては、重要な変更はありません。

しかしながら、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大により当社グループの事業に大きな影響を与える変

化が生じた場合には、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等の見積りに影響を与える可能性があり

ます。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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)

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

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２
日本 米州 中国 アセアン 欧州 台湾 計

売上高

外部顧客への

　売上高
9,080,872 3,412,924 2,541,951 1,256,188 496,165 － 16,788,102 － 16,788,102

セグメント間の

　内部売上高又は

　振替高

1,454,731 3,871 61,400 22,702 － 625,825 2,168,531 △2,168,531 －

計 10,535,603 3,416,796 2,603,352 1,278,891 496,165 625,825 18,956,633 △2,168,531 16,788,102

セグメント利益又は

損失（△）
738,127 165,265 378,589 229,503 △51,303 △6,161 1,454,020 △56,448 1,397,571

(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額△56,448千円は、セグメント間取引消去であります。

２．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

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結

損益計算書

計上額日本 米州 中国 アセアン 欧州 台湾 計

減損損失 － － － － 51,692 － 51,692 － 51,692

（注）「欧州」の金額は、当社の英国連結子会社であるOHASHI TECHNICA UK,LTD.において、半導体不足等による先行き

の販売回復の遅れや海上物流費用の上昇等による収益性の低下によりリース資産等の回収可能価額が帳簿価額を

下回ったため、減損損失を認識しております。

Ⅱ 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)

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

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２
日本 米州 中国 アセアン 欧州 台湾 計

売上高

外部顧客への

　売上高
8,549,141 3,602,110 2,352,607 1,462,235 616,798 － 16,582,892 － 16,582,892

セグメント間の

　内部売上高又は

　振替高

974,360 833 55,686 75,909 － 431,492 1,538,282 △1,538,282 －

計 9,523,501 3,602,943 2,408,293 1,538,145 616,798 431,492 18,121,175 △1,538,282 16,582,892

セグメント利益 341,547 106,835 238,743 234,381 112,635 16,740 1,050,883 △74,065 976,817

(注) １．セグメント利益の調整額△74,065千円は、セグメント間取引消去であります。

２．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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


