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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 24,387 11.5 724 △41.9 794 △35.7 △89 －

2022年３月期第２四半期 21,878 37.2 1,247 － 1,235 － 278 －
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 1,933百万円( 30.6％) 2022年３月期第２四半期 1,480百万円( －％)
　

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 △32.50 －

2022年３月期第２四半期 101.43 －
　

　

（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 40,466 15,443 26.6

2022年３月期 38,343 14,015 25.5
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 10,756百万円 2022年３月期 9,770百万円
　

　

　

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 － 10.00 － 10.00 20.00

2023年３月期 － 15.00

2023年３月期(予想) － 15.00 30.00

(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 50,430 6.5 2,270 △14.4 2,520 △5.7 810 △19.5 293.88
(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 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料P.11「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
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（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 2,806,872株 2022年３月期 2,793,272株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 42,316株 2022年３月期 42,316株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 2,756,232株 2022年３月期２Ｑ 2,743,967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、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。
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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におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、行動制限

等の緩和により経済活動の回復が期待されたものの、新たな変異株による感染拡大に対する懸念や継続的な半導体不

足等の影響など先行き不透明な状況が続きました。中国におきましても、ゼロコロナ対策による都市封鎖や活動制限

の強化、半導体等の部品の不足による生産活動への影響など日本同様に厳しい状況となりました。一方、東南アジア

では新型コロナウイルス感染症の感染状況が改善し、市場環境は回復傾向となりました。

このような状況の中、当社グループは「国内収益基盤の強化」、「海外収益基盤の強化」、「事業運営基盤の強

化」の３つの方針を柱とする事業施策を推進し、様々に変化する事業環境の中においても安定して継続的に事業展開

できる企業を目指し事業活動を進めております。

当第２四半期連結累計期間の売上高は24,387百万円（前年同四半期比11.5％増）となりました。損益面では、営業

利益は724百万円（前年同四半期比41.9％減）、経常利益は794百万円（前年同四半期比35.7％減）、親会社株主に帰

属する四半期純損失は89百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益278百万円）となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

　①日本

　売上高につきましては、成形品事業の受注の減少及びその他事業に含まれていた高岡ホンダ自販株式会社を連結の

範囲から除外した影響等により、9,285百万円（前年同四半期比9.5％減）となりました。損益につきましては、減収

影響等により、営業損失は345百万円（前年同四半期は営業利益90百万円）となりました。

　②中国

　売上高につきましては、車両分野の受注の減少があったもののＯＡ（その他）分野におけるノートパソコン用筐体

部品の受注の増加及び邦貨換算の効果等により、8,891百万円（前年同四半期比21.3％増）となりました。損益につき

ましては、製品構成の変動等により、営業利益は162百万円（前年同四半期比73.6％減）となりました。

　③東南アジア

　売上高につきましては、車両分野の受注の増加等により、6,209百万円（前年同四半期比45.0％増）となりました。

損益につきましては、増収効果等により、営業利益は895百万円（前年同四半期比64.3％増）となりました。
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（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40,466百万円と、前連結会計年度に比べ、2,123百万円増加となりま

した。

　①流動資産

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産合計は、21,468百万円となり、前連結会計年度末と比べ、1,602百万

円増加しました。これは主に、現金及び預金の増加663百万円、売上債権の増加766百万円によります。

　②固定資産

　当第２四半期連結会計期間末における固定資産合計は、18,998百万円となり、前連結会計年度末と比べ、521百万円

増加しました。これは主に、機械装置及び運搬具の増加1,350百万円、リース資産の減少526百万円によります。

　③流動負債

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債合計は、18,448百万円となり、前連結会計年度末と比べ、1,542百万

円増加しました。これは主に、短期借入金の増加1,383百万円、契約負債の増加501百万円、1年内返済予定の長期借入

金の減少238百万円によります。

　④固定負債

　当第２四半期連結会計期間末における固定負債合計は、6,574百万円となり、前連結会計年度末と比べ、846百万円

減少しました。これは主に、長期借入金の減少830百万円によります。

　⑤純資産

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、15,443百万円となり、前連結会計年度末と比べ、1,427百万円

増加しました。これは主に、利益剰余金の減少117百万円、為替換算調整勘定の増加1,019百万円、非支配株主持分の

増加441百万円によります。

キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較

して連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額39百万円を含め662百万円増加し、4,472百万円となりまし

た。

　①営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動により得られた資金は1,609百万円（前年同四半期は得られた資金1,541百万円）となりました。これは主

に、減価償却費1,101百万円、税金等調整前四半期純利益693百万円等によります。

　②投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動により使用した資金は1,060百万円（前年同四半期は使用した資金1,300百万円）となりました。これは主

に、有形及び無形固定資産の取得による支出1,089百万円等によります。

　③財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動により使用した資金は189百万円（前年同四半期は使用した資金1,207百万円）となりました。これは主に、

短期借入金の純増減額1,363百万円、長期借入金の返済による支出1,103百万円等によります。
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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

今後の業績につきましては、2022年10月31日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しました業績予想か

ら変更はありません。今後何らかの変化がある場合には、適切に開示してまいります。
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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 3,819 4,483

受取手形 147 137

売掛金 8,705 9,403

電子記録債権 926 1,005

棚卸資産 4,596 4,398

未収入金 756 496

その他 913 1,544

流動資産合計 19,866 21,468

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,145 3,173

機械装置及び運搬具（純額） 3,916 5,266

土地 6,400 5,948

リース資産（純額） 1,055 529

建設仮勘定 1,131 858

その他（純額） 1,120 1,284

有形固定資産合計 16,769 17,060

無形固定資産

ソフトウエア 111 114

その他 120 127

無形固定資産合計 231 242

投資その他の資産

投資有価証券 725 825

出資金 236 252

破産更生債権等 9 9

繰延税金資産 157 184

その他 676 753

貸倒引当金 △328 △328

投資その他の資産合計 1,475 1,695

固定資産合計 18,477 18,998

資産合計 38,343 40,466
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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 3,971 4,293

電子記録債務 3,539 3,238

短期借入金 3,373 4,757

1年内返済予定の長期借入金 2,157 1,919

リース債務 413 282

未払金 821 931

未払法人税等 356 343

契約負債 302 803

役員賞与引当金 26 －

賞与引当金 597 543

関係会社株式交換損失引当金 157 －

その他 1,189 1,335

流動負債合計 16,906 18,448

固定負債

長期借入金 3,351 2,520

リース債務 172 139

繰延税金負債 343 436

役員退職慰労引当金 6 6

退職給付に係る負債 3,406 3,331

その他 140 140

固定負債合計 7,420 6,574

負債合計 24,327 25,023

純資産の部

株主資本

資本金 2,139 2,151

資本剰余金 1,858 1,870

利益剰余金 5,383 5,266

自己株式 △55 △55

株主資本合計 9,326 9,232

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △80 △31

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 459 1,478

退職給付に係る調整累計額 65 76

その他の包括利益累計額合計 443 1,523

非支配株主持分 4,245 4,686

純資産合計 14,015 15,443

負債純資産合計 38,343 40,466
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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 21,878 24,387

売上原価 18,135 21,093

売上総利益 3,742 3,294

販売費及び一般管理費 2,494 2,570

営業利益 1,247 724

営業外収益

受取利息 15 20

受取配当金 15 16

為替差益 － 30

作業屑売却収入 46 46

助成金収入 46 63

その他 19 19

営業外収益合計 144 196

営業外費用

支払利息 93 82

持分法による投資損失 27 30

為替差損 26 －

その他 9 13

営業外費用合計 156 126

経常利益 1,235 794

特別利益

固定資産売却益 0 7

投資有価証券売却益 1 －

特別利益合計 1 7

特別損失

固定資産売却損 4 0

固定資産除却損 1 4

投資有価証券評価損 239 －

操業休止関連費用 － 104

特別損失合計 245 108

税金等調整前四半期純利益 992 693

法人税等 376 376

四半期純利益 615 316

非支配株主に帰属する四半期純利益 337 406

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

278 △89
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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 615 316

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 190 49

繰延ヘッジ損益 △2 0

為替換算調整勘定 650 1,522

退職給付に係る調整額 9 13

持分法適用会社に対する持分相当額 17 30

その他の包括利益合計 864 1,616

四半期包括利益 1,480 1,933

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 928 990

非支配株主に係る四半期包括利益 551 942
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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 992 693

減価償却費 1,031 1,101

のれん償却額 2 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △126 △0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △26

賞与引当金の増減額（△は減少） △67 △71

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 △0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 57 △16

関係会社株式交換損失引当金の増減額（△は減
少）

－ △157

受取利息及び受取配当金 △31 △36

支払利息 93 82

持分法による投資損益（△は益） 27 30

固定資産売却損益（△は益） 3 △6

固定資産除却損 1 4

投資有価証券売却損益（△は益） △1 －

投資有価証券評価損益（△は益） 239 －

売上債権の増減額（△は増加） 621 105

棚卸資産の増減額（△は増加） △689 392

仕入債務の増減額（△は減少） △375 △458

その他 △16 402

小計 1,758 2,038

利息及び配当金の受取額 31 36

利息の支払額 △94 △86

法人税等の支払額 △153 △379

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,541 1,609

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 △333 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,016 △1,089

有形及び無形固定資産の売却による収入 26 35

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の売却による収入 21 －

その他 4 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,300 △1,060
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(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)

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） 86 1,363

長期借入れによる収入 570 200

長期借入金の返済による支出 △1,501 △1,103

リース債務の返済による支出 △281 △269

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △0 △27

非支配株主への配当金の支払額 △79 △352

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,207 △189

現金及び現金同等物に係る換算差額 181 341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △784 701

現金及び現金同等物の期首残高 3,872 3,810

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △39

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,087 4,472
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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。

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

連結子会社の数 ８社

連結子会社であった高岡ホンダ自販株式会社は、株式会社ホンダ自販タナカを存続会社とする吸収合併により消滅

したため、第１四半期連結会計期間から連結の範囲より除外しております。

なお、同社は特定子会社ではないため、特定子会社の異動には該当しておりません。

（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）

当社及び一部の連結子会社の税金費用については、当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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法等によっております。
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（セグメント情報等）

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：百万円)

報告セグメント

合計

日本 中国 東南アジア

売上高

外部顧客への売上高 10,264 7,330 4,283 21,878

セグメント間の内部売上高
又は振替高

280 84 1 366

計 10,544 7,415 4,284 22,244

セグメント利益 90 617 545 1,252

注） １．国又は地域は、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又は地域

　 (1)中国…中華人民共和国、香港

　 (2)東南アジア…インドネシア、タイ

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,252

セグメント間取引消去 △4

四半期連結損益計算書の営業利益 1,247
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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：百万円)

報告セグメント

合計

日本 中国 東南アジア

売上高

外部顧客への売上高 9,285 8,891 6,209 24,387

セグメント間の内部売上高
又は振替高

330 38 0 369

計 9,616 8,930 6,210 24,757

セグメント利益又は損失（△） △345 162 895 713

注） １．国又は地域は、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又は地域

　 (1)中国…中華人民共和国、香港

　 (2)東南アジア…インドネシア、タイ

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 713

セグメント間取引消去 11

四半期連結損益計算書の営業利益 724
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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）

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
日本 中国 東南アジア

成形品事業車両分野 8,002 4,208 4,283 16,494

成形品事業ＯＡ(その他)分野 949 3,122 － 4,071

その他事業 1,287 － － 1,287

顧客との契約から生じる収益 10,238 7,330 4,283 21,852

その他の収益 25 － － 25

外部顧客への売上高 10,264 7,330 4,283 21,878

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）

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
日本 中国 東南アジア

成形品事業車両分野 8,233 4,551 6,209 18,995

成形品事業ＯＡ(その他)分野 618 4,339 － 4,958

その他事業 408 － － 408

顧客との契約から生じる収益 9,261 8,891 6,209 24,362

その他の収益 24 － － 24

外部顧客への売上高 9,285 8,891 6,209 24,387

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。

　


