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第２四半期業績予想と実績値との差異及び通期業績予想並びに配当予想の修正に

関するお知らせ 
 

2022 年５月 13 日に公表しました 2023 年３月期第２四半期累計期間の業績予想と本日

公表の実績値に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

また、本日開催された取締役会において、最近の業績の動向等を踏まえ、2022 年５月

13日に公表しました 2023年３月期通期（2022年４月１日～2023年３月 31日）の業績予

想及び配当予想について、下記のとおり修正することを決定しましたのでお知らせいた

します。 
 

記 

 

１．連結業績予想 

（１）2023 年３月期第２四半期累計期間（2022 年４月１日～2022 年９月 30 日）連結業績予想

と実績値との差異 

 
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 

１株当たり 
四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 
（2022 年５月 13 日公表） 

百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭 

6,182 660 668 448 28.26 

今 回 実 績（Ｂ） 6,418 878 902 607 38.30 

増減額（Ｂ－Ａ） 236 218 234 159  

増減率（ ％ ） 3.8 32.9 35.1 35.5  

（ご参考）前期第２四半期実績 

（2022年３月期第２四半期） 
5,875 641 650 437 27.59 

     

（２）2023 年３月期通期（2022 年４月１日～2023年３月 31 日）連結業績予想の修正 
 

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 

前回発表予想（Ａ） 
（2022 年５月 13 日公表） 

百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭 

12,483 1,341 1,367 923 58.18 

今回修正予想（Ｂ） 12,678 1,526 1,571 1,061 66.90 

増減額（Ｂ－Ａ） 195 185 204 138  

増減率（ ％ ） 1.6 13.8 14.9 15.0  

（ご参考）前期実績 
（2022年３月期） 

11,934 1,287 1,306 873 55.00 



 

２．個別業績予想 

（１）2023 年３月期第２四半期累計期間（2022 年４月１日～2022 年９月 30 日）個別業績予想

と実績値との差異 

 
売上高 経常利益 四半期純利益 

１株当たり 
四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 
（2022 年５月 13 日公表） 

百万円 百万円 百万円 円  銭 

5,160 591 400 25.26 

今 回 実 績（Ｂ） 5,371 842 572 36.08 

増減額（Ｂ－Ａ） 211 251 172  

増減率（ ％ ） 4.1 42.5 42.8  

（ご参考）前期第２四半期実績 
（2022年３月期第２四半期） 

4,945 599 409 25.82 

     

（２）2023 年３月期通期（2022 年４月１日～2023年３月 31 日）個別業績予想の修正 
 

売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 
（2022 年５月 13 日公表） 

百万円 百万円 百万円 円  銭 

10,474 1,283 870 54.85 

今回修正予想（Ｂ） 10,631 1,491 1,012 63.81 

増減額（Ｂ－Ａ） 157 208 142  

増減率（ ％ ） 1.5 16.2 16.3  

（ご参考）前期実績 
（2022 年３月期） 

10,065 1,234 830 52.33 

 

３．業績予想修正の理由 

2023 年３月期第２四半期累計実績につきましては、前年同期に比べ資源価格が上昇し

たこと及びコロナ禍からの需要が徐々に回復したこと等により、2022年５月 13日に公表

した予想値を上回る実績となりましたので、第２四半期業績予想と実績値との差異を報

告するとともに 2023 年３月期通期（2022 年４月 1 日～2023 年３月３１日）業績予想を

修正するものであります。 

なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況や資源相場の変動等により、実際の業績等

は変動する可能性があります。業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに公表い

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．配当予想 

2023 年３月期（2022 年４月１日～2023 年３月 31 日）配当予想 

   
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 

前回予想 
（2022年５月13日公表） 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

－ － － － － 

今回修正予想   － 20.00 20.00 

当期実績 － 0.00    

 前期実績 
（2022年３月期） 

－ 0.00 － 17.00 17.00 

（注）2022 年３月期の１株当たり配当額の内訳は、次のとおりであります。  

普通配当金 15.00 円 記念配当金 2.00 円（50 周年記念配当） 

 

５．配当予想修正の理由 

当社は利益配分について、将来の事業展開と経営体質の強化の為に必要な内部留保

を確保しつつ、株主に対し安定的な配当を行うことを基本方針とし、配当性向 30％水

準を目安としております。2023 年３月期の期末配当予想につきましては、上記の通り

連結業績予想を修正し、株主の皆様のご支援にお応えするため、3円増配し、20円とい

たします。 

 

（注）上記予想数値につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づ

いて作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想と大きく異なる

可能性があります。 

以上 


