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1. 令和5年3月期第3四半期の連結業績（令和4年4月1日～令和4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 ％

5年3月期第3四半期 8,139 4.7 324 △17.5 406 △13.0 838 167.5

4年3月期第3四半期 7,777 7.5 393 15.7 466 12.4 313 7.0

（注）包括利益 5年3月期第3四半期　　845百万円 （92.6％） 4年3月期第3四半期　　438百万円 （23.7％）

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

5年3月期第3四半期 780.31 ―

4年3月期第3四半期 291.69 ―

(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 ％

5年3月期第3四半期 23,216 18,710 76.3

4年3月期 22,956 18,087 74.5

（参考）自己資本 5年3月期第3四半期 17,722百万円 4年3月期 17,100百万円

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

4年3月期 ― 100.00 ― 100.00 200.00

5年3月期 ― 100.00 ―

5年3月期（予想） 100.00 200.00

（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. 令和 5年 3月期の連結業績予想（令和 4年 4月 1日～令和 5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 10,841 5.6 205 △50.6 295 △39.5 732 △3.1 681.53

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有

新規　１社　 （社名）　 富田鉄工株式会社、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8ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）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）」をご参照ください。

(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） 5年3月期3Q 1,100,000 株 4年3月期 1,100,000 株

② 期末自己株式数 5年3月期3Q 25,939 株 4年3月期 25,867 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 5年3月期3Q 1,074,095 株 4年3月期3Q 1,074,133 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予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において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、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照くだ
さい。



イワブチ株式会社(5983) 令和５年３月期 第３四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………… 3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………… 3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………… 4

（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 ……………………………………… 6

　 四半期連結損益計算書

　 第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………… 6

　 四半期連結包括利益計算書

　 第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………… 7

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………… 8

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………… 8

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………… 8

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） ……………………………………… 8

　



イワブチ株式会社(5983) 令和５年３月期 第３四半期決算短信

― 2 ―

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の経済は、建設、物流関連など幅広い業種で景況感が改善し、設備投

資はソフトウエア関連や機械関連が堅調に推移しました。また、新型コロナウイルスに対する水際対策の緩和によ

りインバウンド需要が回復したことを受け、宿泊・飲食サービスなど消費関連が大幅に改善しました。

一方、資源価格の高騰や急激な為替相場の変動など、景気の先行きは依然不透明な状況にあります。

当社グループの主要需要であります電力分野においては、燃料価格の急激な高騰などもあり、設備投資の抑制や

コスト削減要請が続いており、厳しい受注環境となりました。また、通信分野においては、デジタル化に対応した

社会環境整備、「ＩＣＴインフラ地域展開マスタープラン3.0」に基づいた光ファイバー網の整備が収束したこと

から、厳しい受注環境となりました。

当社グループにおいては、電力会社や移動体キャリア向け新製品、防災関連製品、無線関連装置の提供、工事案

件の獲得を進めました。また、脱炭素社会の実現に貢献すべく、ＥＶ関連、再生可能エネルギー関連製品の積極的

な営業展開を行うとともに、温室効果ガス排出削減活動の取り組みを始めました。一方で、原材料価格の高騰、円

安による為替差損益の悪化など厳しい経営環境となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,139百万円と前年同期に比べ361百万円、4.7％の増収とな

りました。営業利益は324百万円と前年同期に比べ68百万円、17.5％の減益、経常利益は406百万円と前年同期に比

べ60百万円、13.0％の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は838百万円と前年同期に比べ524百万円、167.5

％の増益となりました。

セグメントに代わる需要分野別の業績は、次のとおりです。

① 交通信号・標識・学校体育施設関連

交通信号関連は、全国的に信号灯器の更新工事が進められたことから、好調に推移しました。学校体育施設

関連は、防球ネット工事などが行われたことから堅調に推移しました。その結果、売上高は1,044百万円と前年

同期に比べ144百万円、16.0％の増収となりました。

② ＣＡＴＶ・防災無線関連

ＣＡＴＶ関連は、ケーブルテレビ事業者による光ファイバーの整備工事が大幅に減少したことから、低調に

推移しました。防災無線関連は、デジタル化への更新工事が減少したことから、低調に推移しました。その結

果、売上高は603百万円と前年同期に比べ269百万円、30.9％の減収となりました。

③ 情報通信関連

情報通信関連は、移動体キャリアにおける基地局工事の計画変更や機器類の不足により、低調に推移しまし

た。その結果、売上高は1,879百万円と前年同期に比べ117百万円、5.9％の減収となりました。

④ 配電線路関連

配電線路関連は、電力会社による経営基盤強化に向けた調達方式の見直しや設備投資の抑制などにより、厳

しい受注環境となりましたが、新製品の投入や既存製品の販売拡大に向けた営業活動を行いました。その結果、

売上高は2,479百万円と前年同期並みとなりました。

⑤ その他

鉄道関連では、設備投資が減少したことから、低調に推移しました。一般民需は、機器類の不足による工事

の中止・延期などにより、販売が低調に推移しましたが、無線関連装置や公園フェンス設置の工事受注が売上

に寄与しました。その結果、売上高は2,132百万円と前年同期に比べ615百万円、40.6％の増収となりました。
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（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ260百万円増加し、23,216百万円となりま

した。

当第３四半期連結累計期間における資産、負債及び純資産の状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(資産の部)

流動資産は、前連結会計年度末に比べ742百万円減少し、12,471百万円となりました。これは、主に商品及び

製品が253百万円増加したことと、現金及び預金が908百万円、仕掛品が93百万円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ1,003百万円増加し、10,744百万円となりました。これは、主に有形固

定資産が569百万円及び投資その他の資産が297百万円増加したことによるものです。

(負債の部)

負債は、前連結会計年度末に比べ362百万円減少し、4,506百万円となりました。これは、主に支払手形及び買

掛金が535百万円減少したことによるものです。

(純資産の部)

純資産は、前連結会計年度末に比べ623百万円増加し、18,710百万円となりました。これは、主に利益剰余金

が623百万円増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和５年３月期の業績予想につきましては、令和４年５月16日に公表しました業績予想を修正しております。

詳細につきましては、令和５年１月24日に公表しました「特別利益（負ののれん発生益）の計上及び連結業績

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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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
(令和４年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(令和４年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,075,499 6,167,257

受取手形及び売掛金 2,344,527 2,333,957

電子記録債権 967,510 986,306

商品及び製品 1,981,638 2,234,986

仕掛品 437,130 344,082

原材料及び貯蔵品 300,645 328,126

その他 118,310 79,715

貸倒引当金 △10,400 △2,546

流動資産合計 13,214,862 12,471,887

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,536,245 1,546,170

土地 5,491,307 5,960,807

その他（純額） 587,025 677,336

有形固定資産合計 7,614,578 8,184,315

無形固定資産 189,193 325,374

投資その他の資産

投資有価証券 1,457,852 1,774,585

その他 496,252 476,353

貸倒引当金 △16,253 △15,850

投資その他の資産合計 1,937,851 2,235,088

固定資産合計 9,741,623 10,744,779

資産合計 22,956,486 23,216,666
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(単位：千円)

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(令和４年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,944,031 1,408,749

電子記録債務 - 63,863

短期借入金 242,380 251,560

未払法人税等 82,266 88,606

賞与引当金 256,537 145,447

その他 401,114 509,154

流動負債合計 2,926,329 2,467,381

固定負債

長期借入金 306,008 269,718

役員退職慰労引当金 444,292 479,633

退職給付に係る負債 463,866 499,145

その他 728,799 790,529

固定負債合計 1,942,966 2,039,025

負債合計 4,869,296 4,506,407

純資産の部

株主資本

資本金 1,496,950 1,496,950

資本剰余金 1,231,962 1,231,962

利益剰余金 13,786,313 14,409,626

自己株式 △150,986 △151,326

株主資本合計 16,364,239 16,987,212

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 543,850 544,601

為替換算調整勘定 192,905 190,880

その他の包括利益累計額合計 736,755 735,481

非支配株主持分 986,194 987,564

純資産合計 18,087,189 18,710,258

負債純資産合計 22,956,486 23,216,666
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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 令和３年４月１日
　至 令和３年12月31日)

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

売上高 7,777,964 8,139,903

売上原価 5,577,244 5,849,062

売上総利益 2,200,720 2,290,840

販売費及び一般管理費 1,807,331 1,966,148

営業利益 393,389 324,692

営業外収益

受取利息 358 391

有価証券利息 - 44

受取配当金 41,298 52,207

受取賃貸料 29,454 25,742

受取保険金 1,854 201

為替差益 - 29

持分法による投資利益 16,058 -

その他 8,859 13,760

営業外収益合計 97,884 92,377

営業外費用

支払利息 2,010 3,264

為替差損 22,355 -

持分法による投資損失 - 6,317

その他 33 1,306

営業外費用合計 24,399 10,888

経常利益 466,874 406,180

特別利益

固定資産売却益 12,865 401

負ののれん発生益 - 595,443

特別利益合計 12,865 595,845

特別損失

固定資産除売却損 6,326 300

特別損失合計 6,326 300

税金等調整前四半期純利益 473,414 1,001,725

法人税等 154,997 155,102

四半期純利益 318,416 846,623

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,104 8,491

親会社株主に帰属する四半期純利益 313,312 838,131
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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 令和３年４月１日
　至 令和３年12月31日)

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

四半期純利益 318,416 846,623

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 73,395 718

為替換算調整勘定 46,974 △2,025

その他の包括利益合計 120,369 △1,307

四半期包括利益 438,786 845,315

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 433,681 836,856

非支配株主に係る四半期包括利益 5,104 8,458
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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しております。

　


