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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12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３月期第３四半期 6,441 11.3 179 ― 206 ― 247 ―

2022年３月期第３四半期 5,787 ― △164 ― △172 ― △218 ―

(注) 包括利益 2023年３月期第３四半期 273百万円 ( ―％) 2022年３月期第３四半期 △162百万円 ( ―％)

　

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３四半期 83円31銭 ―

2022年３月期第３四半期 △73円46銭 ―
　

（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３四半期 16,654 7,407 44.5

2022年３月期 16,079 7,178 44.6

(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 7,407百万円 2022年３月期 7,178百万円

　

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00

　2023年３月期 ― 0.00

2023年３月期(予想) 15.00 15.00

(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 8,900 10.3 400 ― 400 ― 280 332.3 94.22

(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

（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 ： 有

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３Ｑ 2,992,999株 2022年３月期 2,992,999株

② 期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 21,213株 2022年３月期 21,115株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 2,971,862株 2022年３月期３Ｑ 2,971,954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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、社会経

済活動の正常化が進み景気持ち直しの動きがある一方で、ウクライナ情勢長期化等の地政学リスクに加えて、欧米

諸国の金融引き締め等による急激な為替変動や世界的な景気後退懸念の高まりがあり、依然として先行き不透明な

状況が続いております。

こうした中、当社グループにおきましては、11月に東京ビッグサイトにて開催されました「ＪＩＭＴＯＦ2022」

に出展致しました。新製品である高能率肩削りカッタ「ＳＩＣ－ＥＶＯ」に加え、ご好評いただいております「ス

トライクドリル」にロールタップ下穴用と加工深さ８Ｄタイプを新たに追加致しました。

また、2023年１月より「新春キャンペーン2023」を実施しており、新製品はもちろん既存製品の市場浸透を促進

してまいります。より多くのお客様の課題解決をお手伝いできるよう、オフィシャルサイト内の製品検索性の向上

やＳＮＳを利用した情報発信等デジタル面にもより一層注力し、引き続きお客様へ最新かつ最適な情報を迅速にお

届けできるよう最善を尽くしてまいります。

当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比11.3％増の6,441百万円となりました。このうち国内販売

は前年同期比5.0％増の3,037百万円となり、輸出は同17.6％増の3,403百万円となりました。輸出の地域別では、北

米向けが前年同期比31.8％増の785百万円、欧州向けが同13.3％増の898百万円、アジア向けが同14.3％増の1,694百

万円、その他地域向けが同6.1％増の25百万円となり、この結果、連結売上高に占める輸出の割合は、前年同期に比

べ2.8ポイント増加し52.8％となりました。

製品別では、焼肌チップが前年同期比0.8％減の503百万円、切削工具が同12.7％増の5,202百万円、耐摩耗工具が

同10.4％増の719百万円となりました。

収益面では、売上原価率が改善したこと等により、営業利益は179百万円（前年同期は営業損失164百万円）、経

常利益は206百万円（前年同期は経常損失172百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は247百万円（前年同期

は四半期純損失218百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 (資産)

資産は前連結会計年度末に比べ574百万円増加し16,654百万円となりました。このうち流動資産は714百万円の増

加、固定資産は140百万円の減少となりました。

流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が386百万円、商品及び製品が348百万円それぞれ増加し、受取手形

及び売掛金が231百万円減少したことであります。

固定資産のうち、有形固定資産は160百万円減少しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上による減少696

百万円、設備投資の実施による増加536百万円であります。投資その他の資産は42百万円増加しました。変動の主な

要因は、関係会社出資金が54百万円、繰延税金資産が75百万円それぞれ増加し、投資有価証券が101百万円減少した

ことであります。

(負債)

負債は前連結会計年度末に比べ345百万円増加し、9,246百万円となりました。このうち流動負債は211百万円の増

加、固定負債は134百万円の増加となりました。

流動負債の変動の主な要因は、電子記録債務が251百万円、その他のうち設備関係電子記録債務が168百万円それ

ぞれ増加し、短期借入金が236百万円減少したことであります。

固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が169百万円、リース債務が41百万円それぞれ増加し、退職給付に係る

負債が76百万円それぞれ減少したことであります。

(純資産)

純資産は前連結会計年度末に比べ228百万円増加し、7,407百万円となりました。このうち株主資本は202百万円増

加し、6,707百万円となりました。また、その他の包括利益累計額は26百万円増加し、700百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点では2022年５月13日に公表しました業績予想に変更はございません。
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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３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,202,304 1,589,243

受取手形及び売掛金 1,798,670 1,567,020

商品及び製品 2,245,806 2,593,812

仕掛品 1,449,014 1,575,186

原材料及び貯蔵品 960,739 1,036,007

その他 385,355 398,699

貸倒引当金 △22,346 △25,611

流動資産合計 8,019,543 8,734,359

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,651,183 1,580,036

機械装置及び運搬具（純額） 2,117,202 1,916,096

土地 975,530 975,530

リース資産（純額） 1,246,916 1,316,005

その他（純額） 139,477 182,527

有形固定資産合計 6,130,309 5,970,196

無形固定資産 264,644 242,052

投資その他の資産

投資有価証券 1,260,037 1,158,108

関係会社出資金 300,900 355,277

差入保証金 53,822 54,452

保険積立金 27,007 27,883

繰延税金資産 45,024 121,010

その他 6,013 18,751

貸倒引当金 △27,600 △27,600

投資その他の資産合計 1,665,204 1,707,881

固定資産合計 8,060,159 7,920,131

資産合計 16,079,703 16,654,490
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 450,158 460,339

電子記録債務 673,923 925,010

短期借入金 2,386,635 2,149,928

未払法人税等 42,021 59,649

賞与引当金 194,268 78,543

未払費用 68,063 118,038

その他 442,401 677,618

流動負債合計 4,257,472 4,469,127

固定負債

長期借入金 2,646,522 2,815,763

リース債務 1,166,573 1,208,271

資産除去債務 17,560 17,560

長期未払金 64,765 64,765

退職給付に係る負債 747,950 671,215

固定負債合計 4,643,370 4,777,575

負債合計 8,900,843 9,246,702

純資産の部

株主資本

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 1,703,329 1,703,329

利益剰余金 1,748,799 1,951,803

自己株式 △46,478 △46,560

株主資本合計 6,504,844 6,707,766

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 379,857 327,734

為替換算調整勘定 163,259 258,090

退職給付に係る調整累計額 130,898 114,196

その他の包括利益累計額合計 674,015 700,021

純資産合計 7,178,859 7,407,788

負債純資産合計 16,079,703 16,654,490
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 5,787,670 6,441,266

売上原価 4,216,536 4,287,521

売上総利益 1,571,134 2,153,745

販売費及び一般管理費 1,735,549 1,974,351

営業利益又は営業損失（△） △164,415 179,393

営業外収益

受取利息 26 162

受取配当金 24,099 31,366

為替差益 - 13,124

持分法による投資利益 21,928 20,975

助成金収入 8,043 3,898

その他 23,013 38,231

営業外収益合計 77,112 107,759

営業外費用

支払利息 53,573 58,684

為替差損 816 -

支払手数料 26,798 19,180

その他 4,175 2,988

営業外費用合計 85,364 80,853

経常利益又は経常損失（△） △172,667 206,299

特別利益

固定資産売却益 - 588

投資有価証券売却益 2,830 78,694

特別利益合計 2,830 79,283

特別損失

固定資産除却損 4,661 236

特別損失合計 4,661 236

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△174,498 285,345

法人税、住民税及び事業税 38,636 80,814

法人税等調整額 5,195 △43,051

法人税等合計 43,831 37,762

四半期純利益又は四半期純損失（△） △218,330 247,582

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

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（△）

△218,330 247,582
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △218,330 247,582

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,773 △52,122

為替換算調整勘定 21,114 56,843

退職給付に係る調整額 6,910 △16,701

持分法適用会社に対する持分相当額 21,195 37,987

その他の包括利益合計 55,994 26,006

四半期包括利益 △162,336 273,588

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △162,336 273,588

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）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）

税金費用については、当第３四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する方法を採用しており

ます。ただし、この計算で合理性を欠く場合には、税引前四半期純利益を調整の上、法定実効税率を用いて税金費

用を計算しております。

（会計方針の変更）

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-

２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適

用することといたしました。なお、これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。
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３．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

　 ① 生産実績

製品区分

前第３四半期連結累計期間
自 2021年４月１日
至 2021年12月31日

当第３四半期連結累計期間
自 2022年４月１日
至 2022年12月31日

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 535,388 8.8 533,136 8.3 △2,252 △0.4

切削工具 4,903,243 81.0 5,216,684 80.8 313,441 6.4

耐摩耗工具 621,260 10.2 700,386 10.9 79,126 12.7

その他 1,445 0.0 2,043 0.0 598 41.4

合計 6,061,336 100.0 6,452,249 100.0 390,913 6.4

　 (注) １ 金額は販売価格で表示しております。

　 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

製品区分

前第３四半期連結累計期間
自 2021年４月１日
至 2021年12月31日

当第３四半期連結累計期間
自 2022年４月１日
至 2022年12月31日

比較増減

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 527,388 75,486 517,524 93,117 △9,864 17,631

切削工具 4,885,304 459,276 5,213,715 447,158 328,411 △12,118

耐摩耗工具 682,316 152,329 748,578 187,518 66,262 35,189

その他 12,136 1,712 16,718 4,179 4,582 2,467

合計 6,107,144 688,803 6,496,535 731,972 389,391 43,169

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

製品区分

前第３四半期連結累計期間
自 2021年４月１日
至 2021年12月31日

当第３四半期連結累計期間
自 2022年４月１日
至 2022年12月31日

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

焼肌チップ 507,190 8.8 503,174 7.8 △4,016 △0.8

切削工具 4,617,995 79.7 5,202,916 80.8 584,921 12.7

耐摩耗工具 651,908 11.3 719,789 11.2 67,881 10.4

その他 10,577 0.2 15,387 0.2 4,810 45.5

合計 5,787,670 100.0 6,441,266 100.0 653,596 11.3

　 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


