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1. 2023年4月期第2四半期の連結業績（2022年5月1日～2022年10月31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4月期第2四半期 6,425 18.8 361 △51.3 416 △44.5 208 △59.8

2022年4月期第2四半期 5,407 62.9 742 1,493.0 749 217.3 517 175.9

（注）包括利益 2023年4月期第2四半期　　280百万円 （△44.3％） 2022年4月期第2四半期　　503百万円 （90.5％）

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4月期第2四半期 153.51 ―

2022年4月期第2四半期 381.47 ―

(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4月期第2四半期 16,406 13,478 82.2

2022年4月期 16,362 13,334 81.5

（参考）自己資本 2023年4月期第2四半期 13,478百万円 2022年4月期 13,334百万円

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4月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00

2023年4月期 ― 0.00

2023年4月期（予想） ― 80.00 80.00

（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 4月期の連結業績予想（2022年 5月 1日～2023年 4月30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 13,000 11.5 750 △50.1 850 △45.1 500 △53.8 368.26

（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 ： 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4月期2Q 1,360,000 株 2022年4月期 1,360,000 株

② 期末自己株式数 2023年4月期2Q 2,297 株 2022年4月期 2,297 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年4月期2Q 1,357,703 株 2022年4月期2Q 1,357,703 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場合があります。
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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における行動制限の緩和等により

社会経済活動に回復の動きが見受けられるものの、長期化するロシア・ウクライナ情勢に伴う資源価格の高騰や供

給面での変動に加え、急激な円安の進行など、依然として景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。

　主要取引先である建設機械業界においては、前期に引き続き需要が堅調に推移いたしました。このような環境

下、当社グループは引き続き感染症対策に努めながら、保有している生産能力を 大限に活用し、製品需要に対応

してまいりました。

　その結果、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営成績は、下記のとおりとなりました。

　当第２四半期連結累計期間は、売上高64億25百万円（前年同期比18.8％増、10億18百万円増）、経常利益４億16

百万円（前年同期比44.5％減、３億33百万円減）、親会社株主に帰属する四半期純利益２億８百万円（前年同期比

59.8％減、３億９百万円減）となりました。

　売上高におきましては、販売価格の見直しが進んでいることから前年同四半期と比較して増加いたしました。収

益面では、原材料・エネルギー価格等の上昇が続いていること、および、連結子会社の清算に係る費用等が発生し

たことから、前年同四半期と比較して営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が減少いたしまし

た。

　主要な事業部門別の概況は以下のとおりであります。なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメ

ントごとに記載しておらず、事業部門別に区分して記載しております。

「建設機械部門」

　建設機械部門の売上高は、61億15百万円（前年同期比20.1％増、10億24百万円増）となりました。

「自動車関連部門」

　自動車関連部門の売上高は、71百万円（前年同期比1.1％増、０百万円増）となりました。

「産業機械部門」

　産業機械部門の売上高は、64百万円（前年同期比2.9％増、１百万円増）となりました。

「その他部門」

　その他部門の売上高は、１億73百万円（前年同期比4.6％減、８百万円減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ44百万円増加し、164億６百万円となりまし

た。これは主に、有形固定資産その他が１億84百万円、電子記録債権が１億30百万円、投資有価証券が85百万円、

受取手形及び売掛金が57百万円減少したものの、現金及び預金が４億２百万円、機械装置及び運搬具が１億40百万

円それぞれ増加したこと等によるものであります。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ99百万円減少し、29億28百万円となりました。

これは主に、買掛金が２億91百万円増加したものの、未払法人税等が２億３百万円、流動負債その他が１億43百万

円、長期借入金が51百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ１億44百万円増加し、134億78百万円となり

ました。これは主に、利益剰余金が72百万円、為替換算調整勘定が71百万円それぞれ増加したこと等によるもので

あります。
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② キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、55億89百万円となり、

前連結会計年度末と比して５億33百万円増加しました。

（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３億97百万円、減価償却費１億79百万円、売上債権の減少１億96百万円、仕入債務の

増加２億89百万円等の資金の増加に対して、法人税等の支払３億92百万円等の資金の減少により、営業活動によっ

て得られた資金は７億円となりました（前年同期比３億34百万円の収入増）。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　定期預金の払戻３億23百万円、投資有価証券の償還による収入１億円などの収入がありましたが、有形固定資産

の取得２億７百万円、定期預金の預入１億85百万円の支出などを支出したこと等により、投資活動により得られた

資金は11百万円となりました（前年同期は、１億64百万円の支出）。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　長期借入金の返済75百万円、配当金の支払１億36百万円などに資金を充当したこと等から、財務活動に要した資

金は２億13百万円となりました（前年同期は、77百万円の収入）。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、当第２四半期までの業績動向を踏まえ、2022年６月10日の「2022年４月期 決算

短信」で公表いた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12月12日）公表いたしました「2023年４月期第２四半期累計期間の業績予想

値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,371,740 5,774,384

受取手形及び売掛金 2,670,129 2,612,396

電子記録債権 1,005,715 875,146

有価証券 1,700,000 1,700,000

商品及び製品 485,903 488,846

仕掛品 217,205 219,886

原材料及び貯蔵品 177,144 144,672

その他 16,529 16,261

流動資産合計 11,644,369 11,831,595

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 871,089 848,904

機械装置及び運搬具（純額） 954,941 1,095,909

その他（純額） 710,900 526,432

有形固定資産合計 2,536,931 2,471,247

無形固定資産 8,899 6,891

投資その他の資産

投資有価証券 1,729,141 1,643,780

関係会社株式 251,641 259,057

その他 191,424 194,346

投資その他の資産合計 2,172,207 2,097,185

固定資産合計 4,718,037 4,575,323

資産合計 16,362,407 16,406,919

負債の部

流動負債

買掛金 850,722 1,142,292

１年内返済予定の長期借入金 126,000 102,000

未払法人税等 413,488 210,345

賞与引当金 230,170 247,775

その他 708,962 565,133

流動負債合計 2,329,342 2,267,547

固定負債

長期借入金 104,500 53,500

役員退職慰労引当金 278,107 289,507

退職給付に係る負債 255,209 270,994

その他 60,958 46,763

固定負債合計 698,775 660,765

負債合計 3,028,117 2,928,312

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４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年10月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 592,000 592,000

資本剰余金 464,241 464,241

利益剰余金 11,027,868 11,100,523

自己株式 △9,421 △9,421

株主資本合計 12,074,688 12,147,343

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 589,820 590,387

為替換算調整勘定 669,779 740,875

その他の包括利益累計額合計 1,259,600 1,331,262

純資産合計 13,334,289 13,478,606

負債純資産合計 16,362,407 16,406,919
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年５月１日
　至　2021年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年５月１日

　至　2022年10月31日)

売上高 5,407,086 6,425,550

売上原価 4,021,456 5,320,397

売上総利益 1,385,630 1,105,153

販売費及び一般管理費 643,571 743,528

営業利益 742,058 361,624

営業外収益

受取利息 5,402 11,799

受取配当金 17,027 25,584

持分法による投資利益 6,239 7,416

その他 10,910 11,019

営業外収益合計 39,579 55,820

営業外費用

支払利息 504 230

為替差損 5,554 970

投資有価証券評価損 25,776 －

その他 328 －

営業外費用合計 32,165 1,201

経常利益 749,472 416,243

特別損失

減損損失 － 18,509

特別損失合計 － 18,509

税金等調整前四半期純利益 749,472 397,733

法人税、住民税及び事業税 258,979 197,302

法人税等調整額 △27,440 △7,994

法人税等合計 231,538 189,308

四半期純利益 517,933 208,425

親会社株主に帰属する四半期純利益 517,933 208,425

（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５月１日
　至　2021年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年５月１日

　至　2022年10月31日)

四半期純利益 517,933 208,425

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △43,952 567

為替換算調整勘定 29,136 71,095

その他の包括利益合計 △14,816 71,662

四半期包括利益 503,117 280,087

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 503,117 280,087

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５月１日
　至　2021年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年５月１日

　至　2022年10月31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 749,472 397,733

減価償却費 143,721 179,343

減損損失 － 18,509

賞与引当金の増減額（△は減少） 53,400 17,605

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,575 11,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,511 15,784

受取利息及び受取配当金 △22,429 △37,384

支払利息 504 230

持分法による投資損益（△は益） △6,239 △7,416

投資有価証券評価損益（△は益） 25,776 △1,030

売上債権の増減額（△は増加） △592,823 196,565

棚卸資産の増減額（△は増加） △77,988 40,728

仕入債務の増減額（△は減少） 77,277 289,038

その他 133,632 △65,707

小計 506,390 1,055,400

利息及び配当金の受取額 22,413 37,169

利息の支払額 △492 △227

法人税等の支払額 △162,749 △392,144

営業活動によるキャッシュ・フロー 365,562 700,198

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 △85,000 △185,000

定期預金の払戻による収入 85,000 323,560

有価証券の取得による支出 △400,000 －

有価証券の償還による収入 400,000 －

有形固定資産の取得による支出 △150,042 △207,821

無形固定資産の取得による支出 △11 －

投資有価証券の取得による支出 △13,522 △17,253

投資有価証券の売却による収入 500 －

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

その他 △1,621 △1,934

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,697 11,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △112,500 △75,000

リース債務の返済による支出 △1,989 △1,989

配当金の支払額 △108,465 △136,336

財務活動によるキャッシュ・フロー 77,045 △213,325

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,719 35,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 295,629 533,763

現金及び現金同等物の期首残高 5,082,612 5,055,620

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,378,242 5,589,384

（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。
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