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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 23,899 △2.5 321 △83.4 504 △72.7 275 △82.6

2022年3月期第2四半期 24,514 ― 1,938 ― 1,847 ― 1,586 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　1,343百万円 （9.2％） 2022年3月期第2四半期　　1,230百万円 （―％）

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 13.25 ―

2022年3月期第2四半期 76.17 ―

(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 43,682 19,957 45.7

2022年3月期 42,940 18,697 43.5

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 19,957百万円 2022年3月期 18,697百万円

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 ― 3.00 ― 4.00 7.00

2023年3月期 ― 3.00

2023年3月期（予想） ― 4.00 7.00

（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 48,000 △2.2 1,500 △50.6 1,500 △54.3 1,000 △64.7 48.01

（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（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

(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 23,396,787 株 2022年3月期 23,396,787 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 2,566,618 株 2022年3月期 2,566,522 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 20,830,238 株 2022年3月期2Q 20,830,559 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可能性があります。
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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

　当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は、主に円安に伴う為替換算による増加影響がありま

したが、一方で新型コロナウイルスの感染影響が依然として続く中、ウクライナ侵攻による半導体供給不足やサプ

ライチェーン混乱による顧客の生産調整の影響を受け、238億99百万円と前年同期に比べ６億15百万円（2.5％）の

減少となりました。

　利益面におきましては、売上高減少影響に加え原材料価格およびエネルギー価格の高騰等により、営業利益は３

億21百万円（前年同期比83.4％の減少）となりました。また営業外収益として為替差益１億39百万円を計上したこ

とにより、経常利益は５億４百万円（前年同期比72.7％の減少）、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億75百

万円（前年同期比82.6％の減少）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

＜ユニット事業＞

　売上高は、主に円安に伴う為替換算による増加影響があったものの、日本およびアジア拠点における半導体供給

不足やサプライチェーン混乱による顧客の生産調整の影響を受け、159億84百万円（前年同期比0.7％の減少）とな

りました。セグメント利益につきましては、原材料価格およびエネルギー価格の高騰により４億71百万円（前年同

期比68.0％の減少）となりました。

＜部品事業＞

　売上高は、主に日本および米国拠点における半導体供給不足による顧客の生産調整の影響により78億97百万円

（前年同期比6.0％の減少）となりました。セグメント利益につきましては、売上減少影響に加え原材料価格およ

びエネルギー価格の高騰により１億66百万円の損失（前年同期は４億33百万円の利益）となりました。

＜その他＞

　セグメント利益につきましては、15百万円の利益（前年同期比51.0％の減少）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、受取手形及び売掛金が減少しましたが、主に現金及び預金の増

加により、前連結会計年度末に比べ７億41百万円増加し、436億82百万円となりました。

　負債につきましては、支払手形及び買掛金が増加しましたが、主に借入金や未払法人税等の減少により、前連結

会計年度末に比べ５億18百万円減少し、237億24百万円となりました。

　純資産につきましては、主に為替換算調整勘定の増加により、前連結会計年度末に比べ12億60百万円増加し、

199億57百万円となりました。

（３）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13日に公表しました通期の連結業績予想を修正してお

ります。詳細につきましては、本日（2022年11月11日）公表の「2023年３月期第２四半期連結累計期間の連結業績

予想と実績との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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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)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,977,187 4,406,562

受取手形及び売掛金 9,709,575 9,203,820

製品 1,322,239 1,167,434

仕掛品 1,611,679 1,469,157

原材料及び貯蔵品 3,277,964 3,503,674

その他 2,371,730 2,057,407

貸倒引当金 △7,150 △5,478

流動資産合計 21,263,226 21,802,577

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,963,348 16,572,160

減価償却累計額及び減損損失累計額 △10,833,130 △11,171,983

建物及び構築物（純額） 5,130,218 5,400,177

機械装置及び運搬具 74,051,094 76,351,822

減価償却累計額及び減損損失累計額 △65,197,552 △67,321,006

機械装置及び運搬具（純額） 8,853,542 9,030,816

工具、器具及び備品 5,900,693 6,298,719

減価償却累計額 △5,471,983 △5,711,035

工具、器具及び備品（純額） 428,710 587,684

土地 2,334,930 2,354,134

リース資産 95,653 114,298

減価償却累計額 △53,659 △61,643

リース資産（純額） 41,993 52,655

建設仮勘定 914,039 244,835

有形固定資産合計 17,703,434 17,670,303

無形固定資産 843,838 1,048,333

投資その他の資産

投資有価証券 2,745,405 2,769,937

繰延税金資産 274,073 295,086

その他 110,743 96,195

投資その他の資産合計 3,130,222 3,161,218

固定資産合計 21,677,496 21,879,855

資産合計 42,940,722 43,682,432

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 5,868,569 6,308,858

短期借入金 3,334,081 3,103,754

未払金 1,747,264 1,678,920

未払費用 981,166 941,609

リース債務 18,523 26,428

未払法人税等 558,459 185,298

賞与引当金 730,291 729,182

役員賞与引当金 9,000 4,615

製品保証引当金 2,030,769 2,089,814

その他 716,163 535,900

流動負債合計 15,994,289 15,604,383

固定負債

長期借入金 3,638,824 3,401,164

リース債務 25,987 50,537

繰延税金負債 834,269 890,421

役員退職慰労引当金 96,105 96,105

資産除去債務 180,794 180,960

退職給付に係る負債 3,471,915 3,500,298

その他 1,065 888

固定負債合計 8,248,962 8,120,377

負債合計 24,243,252 23,724,760

純資産の部

株主資本

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 2,172,602 2,172,602

利益剰余金 11,773,289 11,965,868

自己株式 △692,664 △692,702

株主資本合計 16,753,227 16,945,768

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 971,995 989,434

為替換算調整勘定 930,438 1,977,280

退職給付に係る調整累計額 41,808 45,189

その他の包括利益累計額合計 1,944,243 3,011,904

純資産合計 18,697,470 19,957,672

負債純資産合計 42,940,722 43,682,432
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（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 24,514,419 23,899,023

売上原価 19,806,598 20,740,270

売上総利益 4,707,820 3,158,752

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 525,130 447,842

人件費 1,229,941 1,281,776

減価償却費 124,330 155,290

賞与引当金繰入額 180,631 167,324

退職給付費用 31,949 29,505

その他 677,492 755,457

販売費及び一般管理費合計 2,769,475 2,837,196

営業利益 1,938,344 321,556

営業外収益

受取利息 668 968

受取配当金 28,617 51,028

受取賃貸料 4,915 5,229

為替差益 － 139,970

受取補償金 118,763 3,922

雇用調整助成金 931 4,070

その他 55,485 27,605

営業外収益合計 209,380 232,794

営業外費用

支払利息 56,397 36,613

外国源泉税 60,030 3,789

為替差損 175,955 －

その他 7,609 9,040

営業外費用合計 299,992 49,443

経常利益 1,847,732 504,907

特別利益

固定資産売却益 19,352 8,579

投資有価証券売却益 98 －

その他 － 39

特別利益合計 19,451 8,619

特別損失

固定資産売却損 9 －

固定資産除却損 5,430 28,894

特別損失合計 5,439 28,894

税金等調整前四半期純利益 1,861,744 484,632

法人税等 275,051 208,732

四半期純利益 1,586,692 275,899

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,586,692 275,899

（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）
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（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 1,586,692 275,899

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △64,244 17,439

為替換算調整勘定 △289,779 1,046,841

退職給付に係る調整額 △2,429 3,381

その他の包括利益合計 △356,453 1,067,661

四半期包括利益 1,230,239 1,343,561

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,230,239 1,343,561

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２四半期連結累計期間）
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（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 1,861,744 484,632

減価償却費 1,791,241 1,783,246

製品保証引当金の増減額（△は減少） △104,438 △179,042

賞与引当金の増減額（△は減少） 83,182 △7,507

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,897 △4,385

貸倒引当金の増減額（△は減少） 47,306 △1,671

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19,432 18,371

受取利息及び受取配当金 △29,285 △51,997

支払利息 56,397 36,613

為替差損益（△は益） △144,885 △40,579

固定資産除売却損益（△は益） △13,913 20,315

投資有価証券売却損益（△は益） △98 －

雇用調整助成金 △931 △4,070

その他の損益（△は益） 258 △2,712

売上債権の増減額（△は増加） 1,728,377 1,002,314

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,745,096 397,033

その他の流動資産の増減額（△は増加） △43,794 116,968

その他の固定資産の増減額（△は増加） 12,727 51,628

仕入債務の増減額（△は減少） △180,040 226,426

未払費用の増減額（△は減少） 26,810 △50,862

その他の流動負債の増減額（△は減少） △14,660 △253,689

その他の固定負債の増減額（△は減少） △20 △11

小計 3,361,211 3,541,019

利息及び配当金の受取額 29,285 51,997

利息の支払額 △59,923 △35,877

雇用調整助成金の受取額 795 2,284

法人税等の支払額 △253,903 △467,739

法人税等の還付額 196 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,077,660 3,091,684

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 △1,358,955 △960,836

有形固定資産の売却による収入 238,058 34,413

無形固定資産の取得による支出 △18,879 △213,906

投資有価証券の取得による支出 △615 △843

投資有価証券の売却による収入 149 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,140,243 △1,141,173

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） 250,390 △400,000

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,298,203 △1,117,629

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7,339 △7,233

自己株式の取得による支出 △25 △38

配当金の支払額 △41,700 △82,954

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,096,878 △607,857

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,445 86,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 817,094 1,429,374

現金及び現金同等物の期首残高 2,827,415 2,977,187

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）
121,581 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,766,091 4,406,562

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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。

（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２四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。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

ユニット

事業
部品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 16,093,768 8,398,350 24,492,119 22,300 24,514,419 － 24,514,419

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － 228,081 228,081 △228,081 －

計 16,093,768 8,398,350 24,492,119 250,381 24,742,500 △228,081 24,514,419

セグメント利益 1,472,434 433,525 1,905,960 31,109 1,937,070 1,274 1,938,344

（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

ユニット

事業
部品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 15,984,843 7,897,273 23,882,117 16,906 23,899,023 － 23,899,023

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － 210,089 210,089 △210,089 －

計 15,984,843 7,897,273 23,882,117 226,995 24,109,113 △210,089 23,899,023

セグメント利益又は損

失（△）
471,099 △166,970 304,129 15,234 319,363 2,192 321,556

（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

　　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業および工場附帯

サービス事業等を含んでおります。

　　　　　２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去およびセグメント間未実現利益消去であります。

　　　　　３．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。

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

　　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業および工場附帯

サービス事業等を含んでおります。

　　　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去およびセグメント間未実現利益消

去であります。

　　　　　３．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

　該当事項はありません。
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日本
（千円）

北米
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

調整額
（千円）

四半期連結
損益計算書

計上額
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 11,326,624 2,402,569 10,785,224 24,514,419 － 24,514,419

内部売上高 5,120,490 30,543 1,969,822 7,120,856 △7,120,856 －

計 16,447,114 2,433,113 12,755,047 31,635,275 △7,120,856 24,514,419

営業利益又は営業損失（△） 893,786 △49,060 1,155,648 2,000,374 △62,029 1,938,344

日本
（千円）

北米
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

調整額
（千円）

四半期連結
損益計算書

計上額
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 10,188,428 3,584,015 10,126,579 23,899,023 － 23,899,023

内部売上高 4,651,118 37,715 1,716,569 6,405,404 △6,405,404 －

計 14,839,547 3,621,730 11,843,149 30,304,427 △6,405,404 23,899,023

営業利益又は営業損失（△） △67,705 △155,705 512,918 289,507 32,049 321,556

（関連情報）

所在地別情報

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）

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　２．本邦以外の区分に属する主な国々又は地域

　　　　　(1)北米………アメリカ

　　　　　(2)アジア……インドネシア、タイ

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）

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　２．本邦以外の区分に属する主な国々又は地域

　　　　　(1)北米………アメリカ

　　　　　(2)アジア……インドネシア、タイ
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